
市町村名 施設名称

大阪市 カラオケスタジオ 秋桜
大阪市 好吃
大阪市 めん処マサムネ屋生野店
大阪市 Chaya Nail
大阪市 日本酒 ひじかた
大阪市 和み上六店
大阪市 エビスバシ
大阪市 マー坊
大阪市 中華料理興隆閣
大阪市 マッチャン
大阪市 焼き鳥 又丸
大阪市 東淀クラブ
大阪市 スナック チャウ
大阪市 ジーエム
大阪市 茉莉花
大阪市 スナック リバーサイド
大阪市 ねぎ焼 和
大阪市 壱の蔵
大阪市 鳥小屋
大阪市 旅亭 結雅
大阪市 食事処みやこ
大阪市 蔵 ＤＥＵＸ
大阪市 焼肉とく
大阪市 はまゆう
大阪市 ♯１１ｔｈ
大阪市 ＢＡＲ ＴＥＮ
大阪市 カラオケ”ちよ”
大阪市 奈月みそら歌の広場
大阪市 NON NON
大阪市 アフターアワーズ
大阪市 メンバーズウイルミナ
大阪市 ピアノバーココ
大阪市 長嶋
大阪市 Petite milk
大阪市 さぼてん
大阪市 笑楽館
大阪市 佐知子
大阪市 鈴蘭
大阪市 AuRa
大阪市 侘助
大阪市 スナック ルナ・リンド
大阪市 串カツ しのぶ川
大阪市 てっちり 修玄
大阪市 奥屋
大阪市 ふう太
大阪市 汎
大阪市 日本料理孝
大阪市 バー ココナッツ
大阪市 季節料理 喬司

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６月９日公表分）
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大阪市 池田家
大阪市 居酒屋じゅん平
大阪市 BARうーちゃん。
大阪市 穂のか
大阪市 焼肉ハウス とりごえ
大阪市 月光仮面
大阪市 BarLounge ありす
大阪市 田舎料理はま
大阪市 おこのみ焼き チング
大阪市 つくしんぼ
大阪市 創作ダイニング Tamiya
大阪市 遊飲蔵ぐりぐり
大阪市 グッドウィルリサイクル
大阪市 酒肴ひじり
大阪市 彩
大阪市 百円屋
大阪市 幾久
大阪市 メンバーズあん
大阪市 アンティーク
大阪市 極味
大阪市 ターミナル
大阪市 ラウンジ縁
大阪市 メルシャンバー シャン
大阪市 スナックムーンリバー
大阪市 コックピット
大阪市 スナック フレーズ
大阪市 あげまん
大阪市 スパシーボ（カラオケ喫茶）
大阪市 ダイニングキッチン セレクション パートⅡ
大阪市 喫茶ラピーヌ
大阪市 カラオケ河洲
大阪市 炭焼酒場きてや
大阪市 花 すみれ
大阪市 スナック キャッツ
大阪市 ヤマト
大阪市 じゅん
大阪市 味道園
大阪市 カラオケ喫茶 らん
大阪市 韓国料理 大邸
大阪市 よりみち
大阪市 メンバーズ草野
大阪市 マッキー
大阪市 スナック 恋
大阪市 クラブ 99
大阪市 江戸堀
大阪市 珍珉
大阪市 E and S
大阪市 万寿
大阪市 樹
大阪市 福馬
大阪市 member's ＭＡＲＩＮＯ
大阪市 御岳さん
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大阪市 十三ローリング健康センター
大阪市 味福
大阪市 サウンド スタジオ タスク
大阪市 多幸
大阪市 串焼 つるやⅡ
大阪市 まこ
大阪市 お好みハウスドンドン
大阪市 大杉製麺
大阪市 お豆
大阪市 竹の子
大阪市 やよい
大阪市 珈琲館 佛蘭弗（フランドル）
大阪市 カラオケパブレインボー
大阪市 番屋
大阪市 Bar５
大阪市 阿寸可
大阪市 メロウグルーブ８１
大阪市 お好み焼 まるき
大阪市 フレンド
大阪市 耽 羅
大阪市 カラオケ酒場「おしゃべり」
大阪市 ピッコロ
大阪市 ウイスキー＆ミュージック 拓郎
大阪市 王 風
大阪市 カラオケ やまさき
大阪市 カフェ・レストラン YACHIYO
大阪市 史恵
大阪市 綿安酒店
大阪市 Bar make it
大阪市 内海造花装飾 立石
大阪市 パブ シャンピニオン
大阪市 居酒屋 二本足の案山子
大阪市 たつみ
大阪市 寿海
大阪市 すなっく 扇
大阪市 ラウンジ吉田
大阪市 スナック サンキューな
大阪市 酒処あきちゃん
大阪市 ヒーリングスペース フルリール
大阪市 牡丹江
大阪市 カラオケステージカサブランカ
大阪市 洋食の店 クック
大阪市 エトワール
大阪市 あづまや
大阪市 季節料理 希翔
大阪市 呑菜
大阪市 サッポロラーメン
大阪市 pulito
大阪市 クルール
大阪市 公文式 菅原教室
大阪市 喜楽苑
大阪市 居酒屋 平田
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大阪市 ビタミンE
大阪市 カラオケ居酒屋 久びさ
大阪市 八剣伝 平野店
大阪市 桜香
大阪市 酒肴うさぎ
大阪市 夢幻
大阪市 青山愛子ダンススタジオ
大阪市 大成苑
大阪市 水月
大阪市 ナイトイン女女
大阪市 Umezaki
大阪市 ギャラリーはこ益
大阪市 淡路屋直売所
大阪市 グリル 大悟
大阪市 早矢
大阪市 幸楽
大阪市 キッチン＆カラオケ藤田
大阪市 明日香
大阪市 酒処 心
大阪市 カラオケ笑
大阪市 あやか
大阪市 とまり木
大阪市 たべどころノース
大阪市 メンバーズ田崎
大阪市 次男坊らーめん
大阪市 ビューティークリエイトＫ.Ｔ
大阪市 季節一品料理 ふじた
大阪市 ＡＹＡ
大阪市 呑み処 やまげ
大阪市 全包
大阪市 居酒屋くいしんぼう
大阪市 居酒屋カボシャール
大阪市 チエズコレクション
大阪市 ブーケ
大阪市 洋食ふくもと
大阪市 ぼろもち家
大阪市 わんぱく
大阪市 ライラック
大阪市 キッチンパブ愛してナイト
大阪市 庵
大阪市 らーめん喜六
大阪市 レストラン井高野
大阪市 take-1
大阪市 みつる
大阪市 さんりんしゃ
大阪市 東龍
大阪市 ふぐてつ
大阪市 惣菜酒房きままや
大阪市 フォトスタジオ吉田
大阪市 味囍園
大阪市 和ごころ まる
大阪市 ホルモン屋
大阪市 まるちゃん
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大阪市 一政すし
大阪市 桂（カツラ）
大阪市 うどんカフェ白たぬき
大阪市 みなと屋
大阪市 福屋
大阪市 彩火
大阪市 プライベートサロン Ｒｉｎｏ
大阪市 珉珉谷四店
大阪市 南一園
大阪市 季節家庭料理 万長
大阪市 あばらや
大阪市 エステハウス クララ
大阪市 芳龍
大阪市 おばん菜料理 ふるた
大阪市 おらんく
大阪市 居酒屋もり
大阪市 青葉城
大阪市 煮込家 ひょうろく
大阪市 鶴太良
大阪市 手作り料理エスタミネ
大阪市 帆っ
大阪市 食処えび亭
大阪市 焼肉工房 炭炭亭
大阪市 広島風 お好み焼 あかね
大阪市 ゆいまーる
大阪市 田舎屋
大阪市 居酒屋 梟
大阪市 焼肉のマルヤマ
大阪市 3ちゃん本店
大阪市 グリル 小松屋
大阪市 気まま亭
大阪市 風月 風の街
大阪市 ぎやまん亭
大阪市 ナガハラ体操教室
大阪市 おこのみやき三平
大阪市 味処 笑楽亭
大阪市 炭焼 あきない
大阪市 三盛
大阪市 喫茶 山
大阪市 居酒屋 マポ
大阪市 呑処 なごみ
大阪市 焼き鳥 火の鳥  花園本店
大阪市 ラ・ボーテ
大阪市 鉄板ステーキパイナップル
大阪市 貸展示場ONE
大阪市 創作レストランtre（トレ）
大阪市 とん亭
大阪市 大阪真珠
大阪市 新世界国際劇場・地下劇場
大阪市 ベジタブルキッチンｏｎｉｏｎ
大阪市 Heavenry by eclat
大阪市 Bar 秀 おかげさんで
大阪市 ホルモンぶりすけ淡路店
大阪市 炭kappo hirac 
大阪市 BAR LOUNGE 1818
大阪市 やきとり とり秀
大阪市 club go
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大阪市 割烹Ｄｉｎｉｎｇ＆Ｂａｒ 神蔵
大阪市 日本料理湯木
大阪市 極肉 しゃぶ一
大阪市 ESCRUISE
大阪市 杜乃家
大阪市 フェイシャルプロ 
大阪市 カラオケスナックMee
大阪市 モミアンドトイズ ユニバーサル・シティウォーク大阪店
大阪市 サバ６製麺所 西中島南方店
大阪市 ジェール
大阪市 DAIICHI 本店 
大阪市 DAIICHI 東梅田店
大阪市 新大阪サニーストンホテル
大阪市 Build
大阪市 うおまん西梅田本店
大阪市 黒毛和牛 焼肉一 東心斎橋店
大阪市 うち田
大阪市 串焼屋ウナチッタ
大阪市 SAS スポーツアスリートサロン
大阪市 アディクトショコラ
大阪市 サウナ＆カプセル アムザ
大阪市 サムギョプサルともつ鍋 おくお 難波店
大阪市 えびのや高麗橋店
大阪市 SalondeROSE
大阪市 すし天 はし本
大阪市 肴・酒や 笑てん
大阪市 SAN
大阪市 Centro
大阪市 Wonder 
大阪市 カラオケビッグウェーブ深江橋店
大阪市 おかる
大阪市 ホビーランドぽち日本橋1号店
大阪市 エニタイムフィットネス玉造店
大阪市 RAW
大阪市 パチンコ＆スロットワールドFREEDOM 
大阪市 ANTRY南堀江
大阪市 カラオケナンバーナイン九条店
大阪市 やきやき三輪 堀江店
大阪市 めん家だるま堂
大阪市 株式会社竹本ジュエル
大阪市 玄三庵 天王寺ミオプラザ館店
大阪市 うどん道場
大阪市 総作居酒屋 大和
大阪市 ＢＩＧＭＡＧＩＣなんば店
大阪市 まいど屋
大阪市 焼鳥ふぁみり〜とりの匠東口店
大阪市 グリル梵 堂島店
大阪市 石屋
大阪市 max osaka 心斎橋店
大阪市 ビヨンクール キャッスル
大阪市 サンライズ梅田店
大阪市 VICTORIA
大阪市 Soap opera classics -Umeda- 
大阪市 monte50カラワン
大阪市 吾作どん キューズ店
大阪市 裏なんば 焼肉 虎にツノ
大阪市 イーソー
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大阪市 OSAKA TRAVEL
大阪市 オーティス
大阪市 クローバー
大阪市 古川音楽教室
大阪市 The Lord’s BAR
大阪市 マジックバートライアンフ！
大阪市 天満たこ焼き酒場gobu gobu
大阪市 高麗橋吉兆本店
大阪市 とっつぁん 南森町店
大阪市 Ｃｌｕｂ Ｈａｔｃｈ
大阪市 Nail salon & school Yu-ko.スタイル Nail Aterier Noble
大阪市 げんてん
大阪市 lacol
大阪市 Il Povero  Diavolo
大阪市 ギャラリーパライソ
大阪市 鶏家六角鶏 難波店
大阪市 居酒家りときや
大阪市 Bar C-covo
大阪市 ビーパニック
大阪市 中村や
大阪市 魚居酒屋すなおや三国店
大阪市 エステサロン roza roza
大阪市 手羽先番長 東心斎橋店
大阪市 Chinese 敲敲 （チャオチャオ）
大阪市 salonde輝
大阪市 大阪一とり平本店
大阪市 創作らーめんstyle林
大阪市 とり平 中店
大阪市 吉鳥昭和町店
大阪市 クラブ沢
大阪市 ブリリアント
大阪市 天草の恵
大阪市 Ｇ３
大阪市 割烹 大田川
大阪市 YAMADA CLVB
大阪市 鉄板居酒屋テケレッツ
大阪市 明陽軒
大阪市 Dining Bar Roa.
大阪市 スパイス飯麺 兄弟舎
大阪市 勇進流刀技術 勇進舘本部道場
大阪市 クレージーホース
大阪市 hal
大阪市 北新地鳥屋 本店
大阪市 喫茶館英国屋 阪急グランドビル店
大阪市 堂島サンボアバー
大阪市 新世界おやじの串や本店
大阪市 四川と小吃 奏煖(シセントシャオチィー カノン)
大阪市 ライフナチュレエステサロン
大阪市 パスカルキッズ 万緑会
大阪市 コミックバスター日本橋店
大阪市 居酒屋うろ
大阪市 Club Hatch Osaka
大阪市 遠東ファーイースト阿倍野店
大阪市 研心館
大阪市 マリアンゲル梅田ホテルモントレ店
大阪市 Darts Bar Famous
大阪市 創作和食WATANABE
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大阪市 ぢどり亭 南森町店
大阪市 生保レディの心得
大阪市 大正 更科
大阪市 生姜料理 福島 ぬくり
大阪市 豚骨ラーメン春一番
大阪市 LUX BOX
大阪市 ウィズブライトサロン
大阪市 ドトールコーヒーショップJR新大阪駅店
大阪市 魚タリアンYO
大阪市 香り串揚げ 口勝
大阪市 魚や 旬平
大阪市 ダイヤモンド
大阪市 道頓堀みつる 本店
大阪市 Bar voco          
大阪市 LOUNGE 秋桜
大阪市 ジャズバー96
大阪市 ホットヨガスタジオビープラス
大阪市 永楽町スエヒロ本店
大阪市 M-Nail
大阪市 おでん おぐら
大阪市 寿司はせ川
大阪市 割烹 知利十里
大阪市 野菜肉巻き串 ぐるり
大阪市 シティプラザ
大阪市 ゲームセンター ニコニコ
大阪市 おおさか料理淺井
大阪市 ネイルサロン＆スクールjujur
大阪市 口福彩菜 ひなた(陽）
大阪市 エビス屋
大阪市 すしの助
大阪市 リエゾンプリュス 
大阪市 No.B
大阪市 ＣＡＦＥ ＡＮＮＯＮ
大阪市 メンバーズ グリーン
大阪市 浪速クラブ
大阪市 焼肉 肉兵衛
大阪市 炭火焼鳥 鶏男
大阪市 株式会社まどもあぜる
大阪市 どんたく
大阪市 イタリア食堂ニジイロアルコバレーノ
大阪市 BarPEARL
大阪市 株式会社ジュエリーはくつる
大阪市 テキサス天保山
大阪市 やまちゃん本舗
大阪市 ほたる
大阪市 COTOHAカフェBAR
大阪市 ネイルズアフェクト
大阪市 Ｐｉｎｏｔ Ｎｏｉｒ
大阪市 CAFE
大阪市 青空リラクゼーション
大阪市 大川写真館
大阪市 肉バルGAM 難波本店
大阪市 サル・ベーコン
大阪市 たまり場PON
大阪市 鳥まる
大阪市 ベラジオ
大阪市 創菜 いかさまや

8 / 90 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６月９日公表分）

大阪市 佑美
大阪市 マキシ亭第3ビル店
大阪市 メハナ・フラダンス・スタジオ
大阪市 ステーキ＆ワインオクソン
大阪市 club AJITO
大阪市 株式会社AIC情報センター
大阪市 海の大地
大阪市 わくわくカーニバル今福店
大阪市 edu.style 京阪モール店
大阪市 あげは
大阪市 HEP HALL
大阪市 WD.STONE
大阪市 まきし亭2ビル本店
大阪市 そば切りてらうち
大阪市 Ｒｉｃ’ｏｓ Ｃｒｙｓｔａｌ Sｋｉｎ
大阪市 焼肉ホルモン龍の巣 梅田本館
大阪市 幸菜福耳
大阪市 唐揚げキッチンここはな
大阪市 Absinthe SOLAAR
大阪市 和と酒めし処和っぷる
大阪市 CAFE&BAR MONSTERA
大阪市 焼肉 藤わら
大阪市 メンバーズ華
大阪市 株式会社URZ INTERNATIONAL
大阪市 魚屋ひでぞう天満橋店
大阪市 アミスター
大阪市 FAB
大阪市 ピラティススタジオ ダゴバ
大阪市 神戸牛 舞
大阪市 味噌麺処マメビシオ 
大阪市 居酒屋たよし
大阪市 ペットサロンａｇａｉｎ
大阪市 レストランフェリース  
大阪市 鮨 村上二郎
大阪市 鮨 しお津
大阪市 縄寿し
大阪市 なでしこ
大阪市 La Inattesa
大阪市 板前焼肉一斗 東心斎橋別館
大阪市 ROCKTOWN
大阪市 キャレスボーカル＆ダンススクール
大阪市 Ｓａｌｏｎ ｄｅ ｇｌｏｓｓ
大阪市 エヌ・シー・エル・サービス
大阪市 七田式なんば教室
大阪市 日本霊能者連盟/日本占い師連盟本部鑑定室
大阪市 英会話学校ＯＥＣ 梅田校
大阪市 ニナレル
大阪市 大阪外語学院
大阪市 ビストロolympic 
大阪市 おやさいガーデンTIERRA
大阪市 ジョニーのからあげ SENBA道場
大阪市 なんばミルラリ
大阪市 らーめん つけそば 古今亭
大阪市 福すし ホワイティうめだ店
大阪市 CLIP
大阪市 studio kibishi
大阪市 べじたべる鍋旬菜
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大阪市 コム・デ・フルール
大阪市 居酒屋予想図
大阪市 麺家スバル新大阪店
大阪市 株式会社AWA-WA
大阪市 しっぽく庵
大阪市 焼肉・ステーキ い志だ屋
大阪市 トータルエステティックサロン デフィー難波店
大阪市 釜たけうどん 新大阪店
大阪市 かく久
大阪市 サロンドLEON
大阪市 PURPLE
大阪市 キャリアスクエア
大阪市 ブライダルブティックハマダ
大阪市 ゆかり
大阪市 TERAMOTO
大阪市 まちゃど
大阪市 上海食亭
大阪市 笑ぎゅう
大阪市 老松喜多川
大阪市 外灘紅緑灯 新なんば店
大阪市 外灘紅緑灯 本館
大阪市 心屋
大阪市 北新地 串かつ凡
大阪市 G2
大阪市 楽太郎
大阪市 Honey-na
大阪市 クラフトビールとさつま極鶏食堂 ＫＯＫＵＭＥＩ
大阪市 キックス
大阪市 浪花ひとくち餃子 餃々 梅田本店
大阪市 ミッキータオ
大阪市 OSAKA FITNESS HUB
大阪市 ラウンジ やま川
大阪市 桃李SQHOOL 研修センター
大阪市 Ricca PhotoStudio
大阪市 炎焼
大阪市 BAR SERENITY
大阪市 うどん 居酒屋 善-ZEN-
大阪市 インデアンカレー 堂島店
大阪市 サンボア洋酒店
大阪市 ＷＩＴＣＬＵＢ冨樫
大阪市 バー ティラミス
大阪市 Alenciel
大阪市 黒門寿恵廣
大阪市 ハウマイツ・スクール 堀江校
大阪市 Ｃｌｕｂ Ｓｈｕ－Ｓｈｕ
大阪市 NAMASTE TAJ MAHAL 梅田スカイビル店
大阪市 大御所酒坊
大阪市 串かつとお酒凛
大阪市 明ごころ 南店
大阪市 チャイニーズキッチン 上海
大阪市 住吉スイミングスクール
大阪市 VOXJAPAN STUDIO
大阪市 玄品 新大阪
大阪市 ミキフルーツカフェ
大阪市 魚と釜飯 ウオマチ
大阪市 スタジオマックス中津店
大阪市 扇屋式服店
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大阪市 オーパスワン
大阪市 焼肉ひろちゃん
大阪市 隠れ処ちんねん
大阪市 フランス料理ラ・ヴィーニュ
大阪市 しゃぶしゃぶ仁本店
大阪市 すし処和
大阪市 スーパーホール
大阪市 鮨ろく
大阪市 御縁屋
大阪市 西洋館淳
大阪市 K‐NETハイハイタウン店
大阪市 マジックバー ランタン
大阪市 普通の食堂いわま
大阪市 ガイヤ国際健康美容学院
大阪市 いろりや
大阪市 本町ごはんnacha
大阪市 大阪産料理 空 堀江店
大阪市 BAR-GLAD
大阪市 和たなべ屋
大阪市 Jの空間（カフェ）
大阪市 サウンドスポット ひまつぶし
大阪市 カメカメゴルフクラブ
大阪市 更科総本店
大阪市 上新庄一番
大阪市 ギャラリー ら・む〜
大阪市 風の街千林本店
大阪市 zaza Entertainment Space
大阪市 Italian Bar TABEL
大阪市 アミューズ城東
大阪市 けやき
大阪市 DAIICHIはんぱち家
大阪市 米福酒場淀屋橋店
大阪市 デジャヴ
大阪市 shotbar-DEN-
大阪市 大阪貧乳倶楽部
大阪市 夢酒
大阪市 P-ROOTs住之江店
大阪市 ウェルネスクラブ
大阪市 バー サンボア
大阪市 おとな女性たちのカルチャー教室Ｓｈｉｎｅ Ｗｏｍｅｎ Ｓｃｈｏｏｌ
大阪市 ル・クール
大阪市 リラクゼーションスタジオフォレスト
大阪市 市丸屋台
大阪市 village茜
大阪市 Shotbar S-Heart
大阪市 足と健康のかかりつけサロンAlte.27
大阪市 レストラン「ル・クロ」
大阪市 龍のかくれんぼ
大阪市 GALERIE
大阪市 MUzARK Vocal Studio Plus
大阪市 リンダ
大阪市 ステーキハウストライ
大阪市 株式会社ビーウェーブ 本社営業所
大阪市 Italian Bar&cafe docile
大阪市 新八景
大阪市 季節料理 天田
大阪市 カフェクレ－ル
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大阪市 しゃぶしゃぶ＆ちょい飲み脩【SHU】
大阪市 北新地 空海
大阪市 レストラン yokoo
大阪市 中華料理 上海縁
大阪市 CAFE CONTEMPO
大阪市 天王寺ホール新館
大阪市 たこ焼き居酒屋 となりや
大阪市 バレエスタジオ プレリュード
大阪市 クラブ ピアノ 北新地
大阪市 未来
大阪市 クラブ メゾピアノ
大阪市 エチョラ
大阪市 クラブ ピアノ フォルテ
大阪市 うなぎじん田
大阪市 ウッドロード木工教室
大阪市 Nico career
大阪市 生活骨董「館」近鉄百貨店あべのハルカス近鉄本店
大阪市 パーティーカラオケ  コンシェルジュ新大阪店
大阪市 酒房半田屋
大阪市 ＭＡＨＡＲＡＪＡ ＭＩＮＡＭＩ
大阪市 米田屋 西成本店
大阪市 ＪＯＹ ＡＮＮＡ
大阪市 人形劇団クラルテ
大阪市 四天王寺スポーツクラブ
大阪市 イタリア料理 ピヌーチョ
大阪市 Ba bar 
大阪市 ASUKAホール 飛鳥稽古場
大阪市 台湾進学ゼミ
大阪市 株式会社日宝協総合研究所
大阪市 宮﨑料理 万作
大阪市 BAR Shi Ryu
大阪市 立ち飲み得一
大阪市 コスモワールド株式会社
大阪市 スマートボールニュースター
大阪市 ゴルフスタジオティモーレ
大阪市 南国セラピー琉球
大阪市 台所屋ケンちゃん
大阪市 リ・スタイリッシュ天王寺店
大阪市 京ちゃばな 南船場店
大阪市 大坂ばさら    
大阪市 Bar DEPO
大阪市 居酒屋１９６９
大阪市 すしまる屋 西中島店
大阪市 牛タン炭火焼き吉次
大阪市 すなおや 西中島本店
大阪市 株式会社辻本写真館
大阪市 鮨処 平野
大阪市 ハヤシリサイクルセンター
大阪市 矢柄温泉
大阪市 株式会社グローバージャパン 本社営業所
大阪市 LUCIFER
大阪市 T.K.Dスポーツクラブ
大阪市 アーバンクライミングクラブ カワセミ
大阪市 肌質改善サロン本店
大阪市 CURURU北新地
大阪市 ドリームリゾート開発
大阪市 楽人人 タビト

12 / 90 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６月９日公表分）

大阪市 くま教育センター
大阪市 ペンアクト（フォトスタジオ）
大阪市 メイズ生活工房ソーイングスタジオ
大阪市 SORASITA 東三国
大阪市 数しま塾
大阪市 ５DAYSBAR
大阪市 日本料理かが万
大阪市 南の島酒場てりとりー
大阪市 YUNARY'S
大阪市 Lex心斎橋店
大阪市 つかもと
大阪市 上海食苑 本店
大阪市 肉屋串八
大阪市 石窯和ピザcovo
大阪市 肉彩一歩
大阪市 ほしの軒
大阪市 ダイヤモンドリリー
大阪市 ジョイフルコレクション
大阪市 カフェーヌ
大阪市 うどんの前田
大阪市 Whitening Salon Re：born
大阪市 北京料理 徐園
大阪市 焼肉のおがわ
大阪市 萩之茶屋会館
大阪市 シマダジュエリー
大阪市 株式会社Realize
大阪市 BAR MKT
大阪市 そば処 つなぎ
大阪市 太っ腹
大阪市 The Silver Lining
大阪市 株式会社ルアーナ
大阪市 MRK株式会社
大阪市 金星パスタなんばパークス店
大阪市 ニューいせやアビコ
大阪市 スタジオラブレ
大阪市 株式会社ツアーバンクシステム タビ楽
大阪市 九条ワイン食堂 バルグラン
大阪市 丼丼亭 新大阪駅味の小路店
大阪市 八重勝
大阪市 さんふらわあトラベル株式会社
大阪市 大阪モノラル
大阪市 サムライカフェハウス
大阪市 お食事処 こんご
大阪市 波平 住之江店
大阪市 Bekki
大阪市 shelldOr
大阪市 バーチタチタ
大阪市 エステサロンLuana(ルアーナ）
大阪市 三福園
大阪市 イマジン＆デザイン
大阪市 Shisha &Bar Monkeys
大阪市 梅田画廊
大阪市 日慶亮株式会社 中国新華旅行社
大阪市 ホテイヤロッヂ京橋店
大阪市 ＪＵＳＴ ＮＯＷ ピエール
大阪市 COCODOCO
大阪市 三丁目の珈琲店
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大阪市 3balance 北新地店
大阪市 garden
大阪市 ミリバールギャラリー
大阪市 ニューいせや
大阪市 五菜
大阪市 熱血かんたろう
大阪市 ＰＩＣＯＮＥ
大阪市 FUTUREDAYS
大阪市 Ｄ
大阪市 秀吉肥後橋店
大阪市 studioexist
大阪市 カレー専門店ターバン
大阪市 ばーる自惚れ
大阪市 若菜そば 十三店
大阪市 菖蒲坂
大阪市 株式会社グリット
大阪市 Ｇ．Ｌ．Ｂ
大阪市 F.edition
大阪市 SEPTI PROFESSIONAL SCHOOL
大阪市 お好み焼き桃太郎ルクア店
大阪市 有限会社中村
大阪市 OSTERIA Q・T・8
大阪市 フォトスタジオ Kuuma
大阪市 酒処つかさ
大阪市 Ｋ's club
大阪市 DOLLAR
大阪市 信州そば
大阪市 ジェイドギャラリー
大阪市 西光園かんてき
大阪市 親子deスマイルもの作り教室
大阪市 焼肉工房花ごよみ
大阪市 あすか花倶楽部
大阪市 立ち寿司
大阪市 アトランティクス
大阪市 Teppan&grill R
大阪市 サブウェイ 天保山マーケットプレース店
大阪市 出会いcafeメイツ日本橋店
大阪市 RE JEAN LASH
大阪市 カラーアロマエンジェル教室
大阪市 ABARE
大阪市 太洋旅行株式会社
大阪市 韓国屋台Mr.チージュ
大阪市 中尾松泉堂書店
大阪市 をぐら屋戎橋 ホワイティうめだ店
大阪市 カフェ&バー ロカス
大阪市 鉄人対決 Nepall料理 Krishna
大阪市 Juke Joint
大阪市 七輪焼肉SASAYA
大阪市 タカラ美容室
大阪市 アスナロトラベルエージェンシー
大阪市 紅爐餐廳
大阪市 大丸屋
大阪市 東江
大阪市 スタジオポップ
大阪市 焼肉ハウスセックスマシーン 
大阪市 エンターテイメントスペースBLOCK
大阪市 居酒屋ふじよし
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大阪市 カフェ＆バー Atrium
大阪市 クーズコンセルボATC店
大阪市 鉄板焼きと牛ホルモン フクシマ
大阪市 鶏屋いちごいちえ天下茶屋
大阪市 鉄板大衆酒場 高はし
大阪市 珉珉虹のまち店
大阪市 松崎屋 谷四店
大阪市 芝苑
大阪市 芝翫香Orheure本店
大阪市 うをさ
大阪市 JOUER
大阪市 Ｆｉｓｈｅｒｍａｎ’ｓ ＴＡＣＯＳ
大阪市 蓬莱飯店
大阪市 マナパーク
大阪市 神戸牛牛 本町店
大阪市 お好み焼きつる家
大阪市 粉もん屋とん平梅田東店
大阪市 ファン ファン
大阪市 ＪＵ観光合同会社
大阪市 株式会社グリーンワークス
大阪市 堺筋ビルAAホール
大阪市 焼き鳥Diningなないろ
大阪市 侘家古暦堂
大阪市 いづつ
大阪市 OH NICK
大阪市 わたしのハイフ難波店
大阪市 ぐぅぐぅ ガロス
大阪市 近江屋本店
大阪市 う玄武 北店
大阪市 メンズ脱毛dats!
大阪市 Korean Kitchen まだん鶴橋店
大阪市 ラ・ネージュ
大阪市 本家とらちゃん法善寺横丁店
大阪市 ALOHA MIMITAN
大阪市 salon Moi
大阪市 甲賀流 本店
大阪市 オーエス劇場
大阪市 大栄食堂
大阪市 山根屋
大阪市 金杏奈の手作りキムチ
大阪市 合同会社鋼月堂
大阪市 Bon Bon
大阪市 株式会社 ダイヤ商会
大阪市 カーブス関目高殿
大阪市 株式会社WAKUWAKUJOB
大阪市 きだ食堂
大阪市 Ciucate
大阪市 上かん屋 久佐久
大阪市 どこでもフィット
大阪市 株式会社ＴＡＮＩＡコーポレーション
大阪市 3代目鳥メロ 難波道頓堀店
大阪市 ケーキ＆カフェダイニング ボナボン
大阪市 サロン・ド・ミナミ料理教室
大阪市 光明ヨガ
大阪市 古美術 山華堂
大阪市 英プラス英語学院
大阪市 POP iD Cafe
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大阪市 鳥貴族 平野店
大阪市 鮨のぐち
大阪市 てっぱん割烹むら雲
大阪市 ミィーティングスペースTCO
大阪市 Spin_off
大阪市 禅ラボ
大阪市 ネラレル
大阪市 ぼんたぼんた LINKS UMEDA店
大阪市 中国飯店 東春閣 阪急三番街店
大阪市 座王
大阪市 株式会社ジェイワイド本社営業所
大阪市 fruits collection kakumi
大阪市 株式会社うの花すし
大阪市 四季旬菜 里山
大阪市 Le Nuvole
大阪市 恒源小吃
大阪市 ふな定福島庵
大阪市 蕎麦切りmasa
大阪市 有限会社エム・アイ・シイ
大阪市 大阪都島自動車学校
大阪市 Picco Latte
大阪市 沖縄三線の店
大阪市 C.R.E.A.M. OSAKA
大阪市 美術品商 株式会社logy 
大阪市 台湾まぜそば､台湾らーめん 薫
大阪市 和食フレンチと日本酒専門店 TABI
大阪市 ｂｕｔｔｅｒ ｓｔｕｄｉｏ （フォトスタジオ）
大阪市 ＮＩＴＯ
大阪市 株式会社プリンシプル
大阪市 あべのハルカス美術館内ショップ
大阪市 鶏のいいとこどり一鳥一炭 阿倍野店
大阪市 めん処 柳庵
大阪市 中央市場ゑんどう寿司
大阪市 天太
大阪市 炭火焼鳥なかんむり
大阪市 Photo Studio ソニエ
大阪市 鶏美人
大阪市 リトルドロワーズ 阪急三番街店
大阪市 パティスリー＆カフェICHIBULU
大阪市 平野ドライビングスクール
大阪市 株式会社阪神観光開発
大阪市 株式会社 大阪画廊
大阪市 sport & music public house CH@NT
大阪市 Thai kitchen天満橋
大阪市 Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｃａｆｅ ＣＬＯＣＫ京橋校
大阪市 立呑処 おかの
大阪市 フォトスタジオ シンカ
大阪市 魚や市 はなれ
大阪市 四川料理 芙蓉苑
大阪市 グロッタ・デ・アモーレ
大阪市 亮一 中華料理
大阪市 ゆうなぎ庵栞
大阪市 ベースメントスタジオ
大阪市 株式会社Fun Creative Company
大阪市 健康館パゴダ白雲
大阪市 AKASHIYA
大阪市 株式会社ユーロ
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大阪市 ALOHAFOODHALL SHO-GI
大阪市 寿司一
大阪市 おたからや梅田店
大阪市 串焼屋はりも
大阪市 逹八
大阪市 隠蔵 あんここ
大阪市 日本キャリアビジョン協会
大阪市 Light
大阪市 濱寿司
大阪市 Gabor
大阪市 ACTBE Horie
大阪市 レーベン館株式会社
大阪市 カルトセゾン心斎橋店
大阪市 REMIND
大阪市 GRATEFUL'S
大阪市 Grande Esthetic
大阪市 淡路屋酒店
大阪市 あわばし食堂
大阪市 ティーライフアカデミー
大阪市 クラウドナイン北堀江
大阪市 有限会社オダ（個性派旅行）
大阪市 豊後牛ホルモンこだわり米匠
大阪市 有限会社ワイルドワラビーズ
大阪市 鶴橋お好み焼きオモニ
大阪市 Cafe&Dining BLUE Blue
大阪市 リフリコ
大阪市 株式会社 Sharp Focus
大阪市 フカトレ
大阪市 コッテジ 心斎橋店
大阪市 ＭＯＮＴＵＲＡ Ｓｈｏｐ ＡＬＢｉ大阪
大阪市 ねぎ焼やまもと
大阪市 MARIE NAILS南堀江店
大阪市 and medical Beauty
大阪市 株式会社 天勇 天渼画廊
大阪市 ＨＩＴスクール
大阪市 ネイルサロンG.A
大阪市 踊るうどん
大阪市 コーヒー・ラウンジ 爐多蓮 ロータス
大阪市 いっしん
大阪市 大邱家
大阪市 道西安
大阪市 冨久家旅館
大阪市 RakuRaku Baggage Storage
大阪市 オイカワタカアキダンススクール
大阪市 D office 
大阪市 SORA堀江店
大阪市 ニコラトラベル本店営業所
大阪市 THEODOR TeaStand
大阪市 Camille   (カミーユ）
大阪市 やきとり屋鳥之宮
大阪市 居酒屋なみ
大阪市 経営企画塾SAKURA
大阪市 鳥々家
大阪市 天王寺CORE GARDEN
大阪市 teteCURE
大阪市 サカエ
大阪市 ネイルサロングレープ
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大阪市 パパママカレッジ＆マタニティサロンHugMe
大阪市 株式会社ICL 
大阪市 萬福園
大阪市 堂島 味彩家
大阪市 TKE個別指導学院
大阪市 wad
大阪市 結 The knot
大阪市 タコクイーン
大阪市 居酒屋Memories of Blue
大阪市 加賀屋
大阪市 BAR JOKER’S WILD 
大阪市 nao's place
大阪市 炭火美酒処 ちょび
大阪市 新幸梅
大阪市 Rily
大阪市 BODEGA
大阪市 喜鮨くらま
大阪市 クレド ヨガ アンド ピラティス
大阪市 GARAGE39
大阪市 JADE
大阪市 ショットバー絆
大阪市 BAR AQUAVIT
大阪市 Rosario ロザリオ
大阪市 ホアマイ
大阪市 よしむら
大阪市 chiaki
大阪市 ラウンジ funny
大阪市 汎書店
大阪市 Halulu villa
大阪市 無添加オーガニックサロンむすひ
大阪市 よしのや堀谷光弘酒店
大阪市 大多成
大阪市 ミツコの部屋
大阪市 西川漢方推掌整体院
大阪市 キーストン
大阪市 酒と魚たにろくクッチョロ
大阪市 大正酒場なかの
大阪市 NAKAYAN BAR
大阪市 バーピーコート
大阪市 tidy cafe 
大阪市 こばやJR難波店
大阪市 おかん
大阪市 十三くま
大阪市 Nijiiro Ponic
大阪市 TAKO-SHOW
大阪市 さろんどさん
大阪市 サウンドバード
大阪市 Lisboa
大阪市 ESTUDIO FLAMENCO
大阪市 味ごよみ あし火
大阪市 焼肉やす
大阪市 季節料理 ままごとや
大阪市 Cafe&bar MALIBU
大阪市 大阪坂倉速算会佃教場
大阪市 庵の梅
大阪市 スンドゥブ OKIDOKI
大阪市 中華料理店 宝来
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大阪市 宝スタンプコイン
大阪市 CafeAbby
大阪市 寿し谷
大阪市 酒肴 縁
大阪市 まいどはるみ
大阪市 日本酒うさぎ
大阪市 酒肴 哲
大阪市 ネイルサロングレイス
大阪市 桃谷台湾小籠包
大阪市 咲楽
大阪市 創作空間cafeアトリエ
大阪市 CLUB EVE MOTION MINAMI
大阪市 エステサロンAIR
大阪市 HAIKU COFFEE ROASTERS
大阪市 フォトヴァップ
大阪市 きたや
大阪市 Third Eye
大阪市 ゴールデンアンカーズ
大阪市 きずな
大阪市 ご馳走じきはら
大阪市 パーソナルボディメイクスタジオDomani
大阪市 路地裏食堂マチュナガ
大阪市 鐵道館食堂
大阪市 暖
大阪市 とりぼうず
大阪市 depot
大阪市 ラーメン村西家
大阪市 鶏屋 丸高
大阪市 Bar BLOSSOM 
大阪市 Gostop 
大阪市 一粒万倍
大阪市 ボックスミュージック
大阪市 ＬＵＣＥ
大阪市 fleursr. nail&eyelash salon
大阪市 マル福
大阪市 office CONVORE
大阪市 チェリー
大阪市 お好み焼 尚作
大阪市 タイ古式マッサージやすらぎ
大阪市 Toast&Caffe Plume
大阪市 osteria zicca
大阪市 歌・呑・処 YELL
大阪市 酒家 ふっしゃん
大阪市 SHOT BAR Tide
大阪市 SHALOSH
大阪市 Ｄｉｎｉｎｇ＆Ｂａｒ ＨＢ
大阪市 北新地 和牛割烹 穐山
大阪市 薩摩乃蔵
大阪市 Irishpub Dublinbay
大阪市 万葉
大阪市 Clear
大阪市 new花水木
大阪市 BAR ca ALE
大阪市 クレイジェニー
大阪市 カサブランカ
大阪市 Rico’s Bar
大阪市 Dining&Bar PLUS
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大阪市 YAKITORI NSP!
大阪市 Health Fit
大阪市 田中屋酒店
大阪市 Bar memphis
大阪市 茶木華
大阪市 ジラフクレープ梅田店
大阪市 ふうせんまる
大阪市 Flame
大阪市 Eeek-A souk
大阪市 Pilialoha
大阪市 Repos梅田店
大阪市 ハイジャック
大阪市 bar月
大阪市 eyelash salon minethe BIBI
大阪市 ON DAYS...
大阪市 ユニバーサルツーリズムサポート
大阪市 焼肉じゅんちゃん
大阪市 いろは将棋教室
大阪市 豊祝
大阪市 フェアリー
大阪市 炭火焼 ぼちぼちいこか
大阪市 鉄板焼きステーキ 千手
大阪市 炭火焼鶏みむら
大阪市 ちとせ
大阪市 バー・ヘルズ
大阪市 カラオケスナック亀ちゃん
大阪市 豚ステーキ ブタのや〜つ
大阪市 無限麻辣湯
大阪市 トラットリアロクダイ
大阪市 ミサミュージカルスタジオ
大阪市 mimi
大阪市 JAZZ CLUB&BAR CRESCENT
大阪市 ヴォーカルマスタースタジオ
大阪市 マイアミ兎我野町店
大阪市 里酒・和食Bar海UMI
大阪市 Cloud9
大阪市 FUJIWARA
大阪市 sixpack
大阪市 あばれん房
大阪市 メンバーズ ラベンダー
大阪市 オルガスタイル
大阪市 料亭 瑞希
大阪市 ピカスペース
大阪市 悦
大阪市 BARGROSS
大阪市 遊音堂
大阪市 あみ焼き みよし
大阪市 ピンポン玉
大阪市 ミュージックスポット燈門
大阪市 カチャトーレヤマガミ
大阪市 ショットバー音蔵
大阪市 ダイニング アンド ビアー バズ
大阪市 ネイルサロン プティマール
大阪市 Oh!ブービーバービー!
大阪市 カラオケスタジオ つきのかおり
大阪市 TandoorレストBar Ashida
大阪市 Jun
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大阪市 Studio Inner Works
大阪市 アノニマス
大阪市 ビストロ B.O.F
大阪市 crazy×CRAGY.
大阪市 リラころ整体院心斎橋
大阪市 Tsubame Nails
大阪市 spaaqs
大阪市 居酒屋たすいち
大阪市 梅田家
大阪市 雨音
大阪市 かわ淡路駅前店
大阪市 わぼいそ韓国語教室
大阪市 美食遊膳あまの家
大阪市 和洋酒 mii
大阪市 Vouzo
大阪市 コルダ食堂
大阪市 炭火焼肉カルビ庵 北加賀屋店
大阪市 bistro192
大阪市 マスカレード
大阪市 エステサロンシルク
大阪市 BAR LOOSE
大阪市 casa de alcala
大阪市 居酒屋旬花
大阪市 MeiZSTORE
大阪市 笑日志
大阪市 ラウンジ桜
大阪市 八尾蒲鉾店
大阪市 ビストロ バキュース
大阪市 颯
大阪市 正宗屋
大阪市 スナックぶらうん
大阪市 大和庵
大阪市 キャンディ
大阪市 ヴィス
大阪市 ライトハウス
大阪市 手羽先チャンピオン
大阪市 いなば
大阪市 ル ヴェール
大阪市 炭の屋
大阪市 スカーレット
大阪市 BAR SOUTHERN PEAKS
大阪市 BAR HARBOUR INN
大阪市 みさの台所
大阪市 楠木フサエおもや
大阪市 ビーラボ天王寺駅北口店
大阪市 明光義塾 淀川中央教室
大阪市 Bodydesign gym  exist
大阪市 炭火焼鳥 蔵々
大阪市 お昼の日替わり定食 あき
大阪市 Cafe&Bar SUNRISE
大阪市 菩南座
大阪市 おこ研
大阪市 夜明
大阪市 ECCジュニア鴫野西教室
大阪市 Cafe&Bar YOKOMACHI
大阪市 ホルモン優
大阪市 シャレード
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大阪市 パーソナルトレーニングジムエフォート梅田中崎町店
大阪市 ジェムズハーベスト
大阪市 メンバーズ藤原
大阪市 foryou
大阪市 魚や亭石乃屋
大阪市 ビーラボ谷町四丁目店
大阪市 天ぷら和
大阪市 鶏坊 
大阪市 茶々
大阪市 グロヴナー・カフェ
大阪市 あたり屋
大阪市 BAR道成
大阪市 SONGS for the SOUL
大阪市 スナック さくら
大阪市 柾木
大阪市 Home Party
大阪市 Charme
大阪市 スナック 風ﾟ（ぷう）
大阪市 ビンテージイン
大阪市 おうちごはんそらまめ
大阪市 Le’a nail
大阪市 七つの壁
大阪市 奈良屋
大阪市 八剣伝住吉公園前店
大阪市 ショットバーノブ
大阪市 下町サロン38st
大阪市 新菜しもん
大阪市 みちのく柊
大阪市 鉄板食堂 Ｔｅ-ＳｓａＮ
大阪市 インディバサロンSleepingBeauty
大阪市 jammy
大阪市 Chain
大阪市 ダンススタジオキワリ
大阪市 バーダイニング アース
大阪市 スナック夜汽車
大阪市 Bar N
大阪市 ジャパニーズアンドコリアンキッチンLOTUS
大阪市 シミュレーションゴルフ ラテ
大阪市 カラオケ喫茶  ブルブル
大阪市 ネイルサロンVita
大阪市 麻雀クラブ ニュー北斗
大阪市 ScuBar
大阪市 タコハウス
大阪市 レストランカフェ オーブ
大阪市 Ｌe ｍｉｄｉ
大阪市 NaNa's Bar
大阪市 the9thvillage
大阪市 coSEKI
大阪市 みやび亭
大阪市 貴鶏屋鶴橋店
大阪市 aR.アール
大阪市 BAR LAYLA
大阪市 ブートレッグ タバーン
大阪市 T-DA
大阪市 BECOT
大阪市 Luana
大阪市 Colors
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大阪市 ラウンジ ピアディ
大阪市 栄幸塾
大阪市 グッドショットラボ
大阪市 Diva
大阪市 Female・Female・male
大阪市 イタリアンバールハナキン（旧オロフィオーレ）
大阪市 Neo Support Plus
大阪市 越路
大阪市 10
大阪市 Live-art-bar MagaYura
大阪市 カードショップガンヘッド
大阪市 salon me十三
大阪市 寿司処海どう
大阪市 ＢＡＲ ＮＹＡＧＯ ＫＩＴＡＳＨＩＮＣＨＩ
大阪市 ジョーク
大阪市 Fujitaka
大阪市 金ちゃん
大阪市 炭火焼鶏と釜飯のizakaya CoCo
大阪市 Eyelash&Nail Salon VIRENA
大阪市 ロゼ
大阪市 晃ちゃん
大阪市 ご縁
大阪市 公文式豊崎教室
大阪市 アンセーズ
大阪市 ペキンえん
大阪市 西家
大阪市 bar Loretta
大阪市 RAINBOW
大阪市 庵寿
大阪市 BAR RED PANDA
大阪市 Salt of the Earth 
大阪市 祇乃
大阪市 utage
大阪市 ｖａｎｉｌｌａ
大阪市 ラウンジ ペパーミント
大阪市 Milk Bar
大阪市 EyelashSalon A
大阪市 小料理 咲
大阪市 炭火焼鳥 きち蔵
大阪市 田舎料理 わかな
大阪市 salon de grandir
大阪市 家庭料理てん
大阪市 Joseph English
大阪市 お好み焼き古々路
大阪市 バー バリハイ
大阪市 ミント
大阪市 CinCin
大阪市 あね屋
大阪市 BAR 96
大阪市 ちいさなうずまき
大阪市 mirage
大阪市 あーちゃん
大阪市 和み
大阪市 公文書写御幣島６丁目教室
大阪市 RE:リプライ
大阪市 未生御流家元教室
大阪市 北新地冷麺館
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大阪市 ボンボヤージュ
大阪市 MKR・ミカリ
大阪市 久呂寿司
大阪市 NANARA
大阪市 focoluluピラティス＆パーソナルトレーニングスタジオ
大阪市 Heart Break Cafe
大阪市 プランテーション
大阪市 割烹たけだ
大阪市 魚菜屋 常峰
大阪市 ZERO
大阪市 ラウンジ真子
大阪市 セキネスポーツ
大阪市 BAR SAGITTA
大阪市 焼肉有楽
大阪市 楪
大阪市 bar Peace
大阪市 喫茶ノバ
大阪市 三茶
大阪市 中尾珠算塾
大阪市 クレイジーキム５号店
大阪市 ふらみんご
大阪市 立ち呑処みやざき
大阪市 スナック長野
大阪市 ITALIAN BAR VERDE
大阪市 BAR KUNITOMO
大阪市 喫茶 憩
大阪市 つるピカハゲ丸君
大阪市 イル
大阪市 トーク ソング エムズ
大阪市 カラオケえみ
大阪市 じゃんとぴあニュー本町
大阪市 Salon de Zii
大阪市 K.Dance Studio
大阪市 こぎや
大阪市 セルベセリア ハンジョウ
大阪市 粋彩ＳＡＫＵ
大阪市 なにわ一番星
大阪市 淀屋橋バル DON CONY
大阪市 味香佐
大阪市 FREYJA
大阪市 ホルモン中ちゃん
大阪市 BAR SALON BLINK
大阪市 アイボリー
大阪市 居酒屋大盛屋
大阪市 スパイス酒場AAMA
大阪市 フォトショップはな
大阪市 祥雲
大阪市 サンライトエコー
大阪市 シャン
大阪市 リラクゼーションハウスフォレスト
大阪市 スナック アミー
大阪市 Foods Bar Hideno-Shi.Co
大阪市 BAR  夜さり
大阪市 谷崎酒店
大阪市 正杜屋
大阪市 炭火やきとりZen
大阪市 登富弥
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大阪市 A・Tバレエアーツ
大阪市 ABCダンススタジオ
大阪市 チューリップ
大阪市 A ONE eye beauty
大阪市 OWL
大阪市 お好み焼き ゆき
大阪市 スナック キララ
大阪市 Juntiques The UEDA`s
大阪市 焼鳥凡僧都島店
大阪市 シェンプレ
大阪市 salon・de なな子
大阪市 バーフィオーレ
大阪市 焼肉李
大阪市 寿司bar えびやん
大阪市 Ｄ-tail
大阪市 ひなせ
大阪市 La Terre
大阪市 Bull
大阪市 マヅラ ジョニーウォーカー
大阪市 スナックm
大阪市 nim.
大阪市 チャイニーズ酒菜 一凛
大阪市 和食 OKAKI
大阪市 中村和史写真事務所
大阪市 ネイルサロン RiLion
大阪市 NORTH
大阪市 公文式上新庄教室
大阪市 公文式新高教室
大阪市 Rinka
大阪市 エステ＆骨盤調整 PUROREAM
大阪市 たまちゃん
大阪市 Studio J Be You
大阪市 スナックまさみ
大阪市 味力亭
大阪市 カフェ＆バー フルール
大阪市 北海道料理 楠
大阪市 さくらSAKE
大阪市 蔵 タンバリン
大阪市 コーヒーショップ ルポ
大阪市 pola Anna Amely
大阪市 アイラッシュサロン リラ
大阪市 おでん 志げ 
大阪市 鍬焼き内山田
大阪市 おっかんの寿司
大阪市 江南
大阪市 Attrait
大阪市 Fouatons
大阪市 Bar Continue
大阪市 一丁目の夕陽
大阪市 ラウンジshow 
大阪市 パープルガーデン
大阪市 若竹
大阪市 カラオケ喫茶りき
大阪市 恵ちゃん
大阪市 Snack  凛
大阪市 Funny me
大阪市 BAR珈琲野郎
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大阪市 高気圧・高濃度酸素カプセル&ルーム ひらのフルール
大阪市 La bonne tâche
大阪市 伊吹ピアノ教室
大阪市 Bar MILK&COCOA
大阪市 Fresta
大阪市 LuXe+TKM南船場
大阪市 ABC English class!!
大阪市 地獄谷カラオケバーつーやん
大阪市 dining  bar zeal
大阪市 けとばし屋チャンピオン東三国店
大阪市 カラオケ エリピョン
大阪市 シカゴロック
大阪市 にんにくラーメン寺田町
大阪市 VINO BAR CIRCA
大阪市 メンバーズ 舞
大阪市 公文式野田阪神教室
大阪市 如月
大阪市 カラートリートメント専門店branco
大阪市 天丼の店 たま天
大阪市 ねこ侍
大阪市 みさ
大阪市 摘旬 くま厨
大阪市 こなもん屋 大阪天満宮店
大阪市 肉料理 神谷
大阪市 Aqours
大阪市 ちゅらさん 本店
大阪市 カムオン ひろ
大阪市 ホルモン居酒屋やまちゃん
大阪市 Laz
大阪市 ヒロエ鍼灸院（ブライダルエステサロン）
大阪市 家庭料理とお酒 花えもん
大阪市 いろ里
大阪市 たこ焼寛子
大阪市 YOGAasis
大阪市 肴や咲楽
大阪市 蛸ぎゃんぐ
大阪市 蕎麦福一
大阪市 スナック蘭
大阪市 TREZOR
大阪市 STARLET study room of art brain
大阪市 北新地平八
大阪市 Indiba Salon MII
大阪市 Paradis
大阪市 musicbar ROCKROCK
大阪市 ラウンジみなせ
大阪市 焼肉 万福
大阪市 和
大阪市 仔牛
大阪市 ラウンジ グリーングラス
大阪市 MEMBER'S おにばば
大阪市 くすのき
大阪市 ほっこり処くまさん
大阪市 たけ八
大阪市 ミライライト
大阪市 スナック V
大阪市 かどや
大阪市 鮨 やました
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大阪市 旬彩食堂いろんなん
大阪市 健康和食あらき
大阪市 酒房ぶんぷく
大阪市 友楽
大阪市 まるよし
大阪市 プルメリア
大阪市 レフュージ
大阪市 寿司一 
大阪市 リンパセラピールームmomori
大阪市 カラオケ喫茶&スナックラウンジ難波船
大阪市 徳田酒店瓦町店 
大阪市 R
大阪市 巽珠算教場
大阪市 大衆食堂三角屋食堂
大阪市 エステティックサロンケークラブ
大阪市 榮華亭 上新庄店
大阪市 ひより
大阪市 公文式 しぎの西教室
大阪市 Rumor’s 
大阪市 石鹿
大阪市 焼肉 華道
大阪市 画廊モモモグラ
大阪市 学舎
大阪市 協和トラベル
大阪市 咲花草
大阪市 VIOLA
大阪市 上海軒
大阪市 choito
大阪市 yobareya
大阪市 なんば白鯨
大阪市 花かるた
大阪市 ポムドール
大阪市 がんばれホウライ
大阪市 PUB LOUNGE QOO
大阪市 スナック ゴールド
大阪市 Happy
大阪市 スナックみこ
大阪市 本家 大たこ
大阪市 三代目鳥舞台
大阪市 猫カフェみーちゃ・みーちょ
大阪市 Bar Lounge 慈花
大阪市 蜂の家
大阪市 SUNNY DAZE
大阪市 グラス・ザ・パール
大阪市 たけちゃん亭
大阪市 まぁる
大阪市 Non's 34
大阪市 ゆるり処 えにし ～縁～
大阪市 喫茶スナックルイ
大阪市 イタリア料理ＡＶＥＲＬＡ
大阪市 cafeM
大阪市 リラクゼーションサロン Miu
大阪市 あじゅ
大阪市 nail salon Lúmire
大阪市 ルーツ
大阪市 カデンツァ
大阪市 BARCODE

27 / 90 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６月９日公表分）

大阪市 ThiDa
大阪市 五番館
大阪市 豚ピョラク
大阪市 Snack Milly
大阪市 くしやSUN詩
大阪市 CLUB ニュープリンス
大阪市 千倉
大阪市 Bar Hase Shun
大阪市 西本町ごん田
大阪市 ミツワ英数学院
大阪市 バー梅木
大阪市 Poche
大阪市 チーナ
大阪市 味鳥
大阪市 ｓｏｕｎｄ ｂａｒ Ｓｅａｌｅｆｔ
大阪市 薬膳カレーの店アーリオ・オーリオ
大阪市 Cafe&Bar りんどうの花
大阪市 酒のみのりや
大阪市 SADAICHI
大阪市 太田書店
大阪市 鈴蘭荘
大阪市 スタイルアップ
大阪市 ミツワ
大阪市 大人の隠れ家立ち呑みBetty
大阪市 スリーピース
大阪市 天ノ家
大阪市 おかんの台所
大阪市 ダイニングバーアズワン
大阪市 利白
大阪市 スナック 紫苑
大阪市 のもう家
大阪市 シャンテ樅
大阪市 ニュー大関
大阪市 くみ
大阪市 旭苑
大阪市 art dining down
大阪市 スタジオエクセフロー
大阪市 炭焼地鶏 鳥重
大阪市 六明閣
大阪市 電氣蕎麦
大阪市 infini
大阪市 A volonte
大阪市 和in屋 古今 -cocon-
大阪市 いろ鶏どり
大阪市 男ワインTACTICS
大阪市 La Claire
大阪市 クラブ洋
大阪市 居酒屋福娘
大阪市 角打ち料理 百足家
大阪市 GLUTTONY
大阪市 旬菜居酒屋芽ん味
大阪市 居酒屋 水魚
大阪市 稲田屋
大阪市 funny
大阪市 アラレ
大阪市 山かつ
大阪市 ミネタカジェム minetakagem
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大阪市 CosyoCosyo
大阪市 しるくろーど
大阪市 アイコム コーポレーション
大阪市 たけちゃん
大阪市 食堂大学
大阪市 Bazooka Channel
大阪市 春ごころ
大阪市 PKZ
大阪市 studio nook
大阪市 吟醸バー石橋
大阪市 ミスタービンゴの話し方講座・カジノディーラー養成講座
大阪市 ナイトスポットじゅんこ
大阪市 美酒嘉肴せん
大阪市 お茶のはやかわ園
大阪市 麺家志
大阪市 お好み 鉄板焼 豊味
大阪市 イロトリドリ
大阪市 みぞぐ
大阪市 Bloom ブルーム
大阪市 カロ ブックショップ アンド カフェ
大阪市 キオッチョラ
大阪市 旬鮮美酒 楽-Raku-
大阪市 み〜め
大阪市 おとん家
大阪市 たこ天
大阪市 GROUNDWORK
大阪市 なんだや
大阪市 鮨いんべ
大阪市 木下裕義酒店
大阪市 食酒楽 一歩
大阪市 古着屋gold
大阪市 ＰＣドム
大阪市 創作居酒屋くうたろう
大阪市 esora.salon
大阪市 ハーモニー
大阪市 酒食家 るぅぷ
大阪市 LAS ROCAS
大阪市 さかた家
大阪市 ラウドスピーカー
大阪市 和風食事処 味
大阪市 ラベンダー
大阪市 ハッピーキャットカフェ
大阪市 RABBIT HUTCH
大阪市 Katsuya CHARCOAL GRILL STEAKHOUSE
大阪市 Cristal A
大阪市 グリル慶
大阪市 coccinella
大阪市 創作串カツ笑味亭
大阪市 楓
大阪市 焼肉の金海
大阪市 恋瀬
大阪市 キッシュ
大阪市 和洋割烹しまおか
大阪市 67k"
大阪市 雫
大阪市 福島 鈴庵
大阪市 焼肉みの吉
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大阪市 すし政
大阪市 中国料理 福星楼
大阪市 天ぷら たろじろう
大阪市 さくらボクシングジム
大阪市 上本町ダンス教室
大阪市 やきやき晴の花
大阪市 Bar Oynai 
大阪市 ラトリエ
大阪市 COYOTE
大阪市 barGOLD
大阪市 ONZORO.
大阪市 アゲイン
大阪市 T-care心斎橋
大阪市 BAR  HONEY
大阪市 天伸
大阪市 アン・レーヴ
大阪市 麻雀コマツ
大阪市 ZERO NEXT
大阪市 道頓堀 奴茶屋
大阪市 エスカペ ロッジアンドエスプレッソ
大阪市 玉造 はちきん
大阪市 西洋料理店 ふじもと
大阪市 和心 山ゆう
大阪市 ピットイン
大阪市 RAiNBOW SOUL by 湯煮温
大阪市 DUOMO
大阪市 北浜やっこ
大阪市 カラオケ居酒屋やすらぎ
大阪市 フォルモサ書院
大阪市 サロンド谷
大阪市 bar Combustio
大阪市 食堂 まばたき
大阪市 宇宙家族
大阪市 レストランイレブン
大阪市 BAR1484
大阪市 BAR BEATLOOSE
大阪市 トゥレ
大阪市 スナック ひこうき
大阪市 ネイルサロン ビアン
大阪市 Personal Bodymake Studio 1600
大阪市 キャンドル
大阪市 cous cous
大阪市 禁煙立呑みしば犬
大阪市 ごますりちゃんこ
大阪市 洒楽亭
大阪市 牡蠣小屋フィーバー222
大阪市 INDIA CURRY CLUB
大阪市 公文式グリーンビューつるみ教室
大阪市 Cumin
大阪市 STUDIO PIPE
大阪市 くつろぎ
大阪市 ニュータンポポ
大阪市 アクサングラーブ ル ソレイユ
大阪市 KOKOCHI
大阪市 かし尾
大阪市 焼肉 さわ
大阪市 居酒屋旧友
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大阪市 なんば 松潮屋
大阪市 繁鮨
大阪市 鉄板焼てつ！
大阪市 333(まあじゃん屋)
大阪市 もぐもぐ庵
大阪市 びじねす食堂
大阪市 亜茶羅
大阪市 吉永
大阪市 はとの家
大阪市 LE GRAND BLEU
大阪市 Pane e Vino
大阪市 大阪ハラールレストラン
大阪市 お好み焼き千鶴
大阪市 バー川名
大阪市 カレーハウスCOCO壱番屋梅田スカイビル店
大阪市 里
大阪市 アルペジオ
大阪市 道
大阪市 Bande
大阪市 青波
大阪市 at the bar.
大阪市 酒と肴 未山
大阪市 仙豆
大阪市 Ola!Bossa
大阪市 サロンアグランシュ
大阪市 Shippona
大阪市 カレーライスComeOn
大阪市 鍋屋 Okamoto
大阪市 Bar Hobo
大阪市 DIAMOND STAR
大阪市 セリフォス
大阪市 Caf’e  RAIN 
大阪市 住成屋
大阪市 Saloon de JOY
大阪市 CPサロンブルーフェアリー
大阪市 韓國館
大阪市 とん足びーちゃん
大阪市 公文式立売堀教室
大阪市 POKEHOUSE
大阪市 pimer
大阪市 サロン・ド・パンテール
大阪市 SLUSH
大阪市 レストランノンナ
大阪市 むさし
大阪市 メリー陽
大阪市 碧水塾
大阪市 Joyeux
大阪市 一心
大阪市 食間や
大阪市 mamiyoga
大阪市 La Birdie NAMI
大阪市 バーＪＵＮ
大阪市 ヒーリングラボ翠苑
大阪市 酒処 なかの
大阪市 Ring
大阪市 カラオケパブ ステップ
大阪市 スナックかおり
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大阪市 笑
大阪市 Le Lien
大阪市 中華ラーメン 平和
大阪市 エリア１
大阪市 snack Mai
大阪市 etcerapy
大阪市 しゃぶしゃぶやすだ
大阪市 カラオケスナック 花鼓
大阪市 STELLAR beauty salon
大阪市 かぶと虫
大阪市 居酒屋 ゆるっと
大阪市 ANNAダンススタジオ
大阪市 Aruna
大阪市 遊食家
大阪市 スナックMew
大阪市 Arlley Lash.
大阪市 狸狸亭北梅田店
大阪市 PRO-WRESTLING BAR カウント2.99
大阪市 手作り料理えい八
大阪市 活魚創作料理かず
大阪市 立呑たけむら
大阪市 がんばる学園清水丘校
大阪市 ダイニングキッチンはな
大阪市 はてな
大阪市 アルナーチャラム
大阪市 わたなべピアノ教室
大阪市 またきてや
大阪市 HIMALAYAN NEPALESE RESTAURANT
大阪市 門黒すし
大阪市 heure〔ウール〕
大阪市 シェフズテーブルふくろう
大阪市 Ange
大阪市 いっぷう
大阪市 スナックゆん
大阪市 よし留
大阪市 公文式淡路教室
大阪市 Dearly Nail
大阪市 シホミバレエヨガ
大阪市 synchro
大阪市 プラザカフェ
大阪市 パーソナルトレーニングジム One beneFIT
大阪市 旬味ひげ
大阪市 いなせ寿司
大阪市 居酒屋 えぷろん
大阪市 ニュー黒崎
大阪市 居酒屋泉
大阪市 Bar SECOND FILL
大阪市 呑み処多花
大阪市 山海倶楽部
大阪市 全州味家
大阪市 プリムローズバレエスタジオ
大阪市 satoril nail room
大阪市 glad
大阪市 旬魚菜やまわき
大阪市 Torary Nand
大阪市 南徳
大阪市 じゃんQ
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大阪市 かず
大阪市 金太郎
大阪市 オオサカチャオメン
大阪市 ダンス教室北村
大阪市 アノラック
大阪市 そば処 ます枝
大阪市 Buddy
大阪市 公文式 粉浜教室
大阪市 はんぶんこ
大阪市 bar bevitore
大阪市 ANTICO
大阪市 心彩
大阪市 蕎麦切り晴
大阪市 100 Carat Dance Company
大阪市 ドラム缶京橋店
大阪市 炭火焼鳥かしわ家
大阪市 田﨑珈琲
大阪市 悪女
大阪市 百笑家
大阪市 キャトル
大阪市 のみどころ虎ちゃん
大阪市 think食堂
大阪市 立ち呑み処たんたかたん
大阪市 ホームキッチン金陵
大阪市 salon GYM
大阪市 居酒屋３５５
大阪市 割烹橋本
大阪市 ちゃがゆ
大阪市 居酒屋四万十
大阪市 メンバーズ莉江
大阪市 お好み焼太郎
大阪市 ラーメン こんべえ
大阪市 Live Bar Teasin'
大阪市 スナックみつえ
大阪市 やまがそば 
大阪市 STRETCH
大阪市 ロスインカス
大阪市 公文式帝塚山東教室
大阪市 スナックこびん
大阪市 HERRADURA
大阪市 CARIB RECORDS
大阪市 ユニゾン
大阪市 蜘蛛の巣
大阪市 浪速 たこ丸
大阪市 スナック埴輪
大阪市 YogaStudioCeria
大阪市 Pleats Nail&Beauty
大阪市 なんばコワーキング
大阪市 麺屋船橋
大阪市 la terza casa Calma
大阪市 お食事処 瀬戸
大阪市 With
大阪市 オッキー・ボーカルトレーニングスクール
大阪市 博
大阪市 嬉囲屋
大阪市 カフェ&バー ルーチェ
大阪市 酒カネダ
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大阪市 ブラッスリー・プティ・ポー
大阪市 いざかやびすとろやすだ
大阪市 BAR OPEN DOOR B2
大阪市 リモージュ
大阪市 愛秋マーラータン
大阪市 バンドワゴン
大阪市 XIA
大阪市 くしぼんず
大阪市 鉄板呑み屋ブッチャー
大阪市 MARILYN MONROE
大阪市 サロン・ド・庵
大阪市 上新庄酒場
大阪市 まさん
大阪市 Lomi Lomi salon HAMOA
大阪市 ん
大阪市 XIPE
大阪市 Sky
大阪市 花水木
大阪市 さか町鳥光
大阪市 大阪整体フォーリーフカイロプラクティック
大阪市 家庭料理なごみ酒ほのぼの
大阪市 クラシック音楽バー ココルーム
大阪市 牛◯亭
大阪市 薩摩ラーメン しんば
大阪市 鶴橋 粉KONA
大阪市 味処けん
大阪市 Nailsalon Adoration
大阪市 つくし塾
大阪市 あまみ
大阪市 囲碁サロン塚本
大阪市 季節料理 峯
大阪市 アップライズマーケット 
大阪市 ほっこり酒場 ハマちゃん
大阪市 Lounge孝子
大阪市 餃子立山
大阪市 DIA STONE
大阪市 芸術道場 綺羅星ホール
大阪市 バーランド集
大阪市 ラーク
大阪市 クラブ雀王
大阪市 立酔 あおき
大阪市 田口時計眼鏡店
大阪市 あわとく
大阪市 DANCE STUDIO OOH-AAH
大阪市 Beans
大阪市 尚文堂
大阪市 地鶏とおでん ほこたんたん
大阪市 カラオケはなぞの
大阪市 炙ぜがわ
大阪市 温熱療法院島本
大阪市 hang
大阪市 遊食 宴
大阪市 愛想屋
大阪市 なごみ
大阪市 アムリッタ・ダンス・カンパニー
大阪市 鈴木丘月書道教室
大阪市 一貫
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大阪市 三津屋
大阪市 cafe&barlounge koiki
大阪市 Sports Bar LOKAHI
大阪市 ホシギダブルチキン
大阪市 ちゅりす
大阪市 愛佳
大阪市 裕音
大阪市 NANA
大阪市 Sweet Camel
大阪市 CHEESE HOLIC BAR
大阪市 とらふぐ屋
大阪市 居酒屋 仁左衛門
大阪市 あい
大阪市 麻雀 木都
大阪市 Sagarmatha
大阪市 青﹅上
大阪市 BLUE+BLUE
大阪市 hair&make FAITH
大阪市 E-BAR
大阪市 ライトゲージ
大阪市 コルドバ
大阪市 ウェールズ
大阪市 居酒屋ブスのちよちゃん
大阪市 さゆり
大阪市 足立酒店総本店
大阪市 天ぷら まるさ
大阪市 梟あうる
大阪市 堂島ビバーソ
大阪市 和カフェ月
大阪市 スペインバルTiburon
大阪市 魚と野菜 つじ田
大阪市 麻雀クラブW NEXT 
大阪市 北海道居酒屋ごったがえし
大阪市 らかんか
大阪市 BAR NINEMILES
大阪市 Fortune
大阪市 BAR Fluke
大阪市 オールドバーマツミヤ
大阪市 順
大阪市 DRAM HOUSE THE ROOT
大阪市 こひろ
大阪市 AB-kitchen
大阪市 宝珉
大阪市 ＧＯＬＦＳＴＡＴＩＯＮ
大阪市 おうち
大阪市 コローレ
大阪市 家庭料理まる
大阪市 杏
大阪市 Bar Skye
大阪市 アコルト
大阪市 魚とごはん 喜六
大阪市 家庭料理 壱岐
大阪市 居酒屋やいと
大阪市 笑顔の豚
大阪市 ビハニ
大阪市 まーじゃんハウス ドキドキ
大阪市 居酒屋ゆみ
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大阪市 茶居夢
大阪市 zion シオン
大阪市 燻バールでく
大阪市 楽店酒肴〝
大阪市 帰路
大阪市 ちんちくりん
大阪市 Bi neige
大阪市 エマイ
大阪市 俺の出番
大阪市 韓流ショップジョア
大阪市 カラオケスタジオkappa
大阪市 タベルナキンタ
大阪市 たわら家
大阪市 お立呑喰処前之園
大阪市 麺工房 北の
大阪市 Niuue
大阪市 オステオパシー治療院TIDE
大阪市 スタジオナッツ
大阪市 中華菜館一番
大阪市 RIO ballet school
大阪市 ユラリーナ
大阪市 THIRD STONE 福島店
大阪市 なにわ柔術 花立シニア筋トレ教室
大阪市 FIRSTCLASSTRAINERS 梅田北2号店
大阪市 地どり茶屋
大阪市 DION
大阪市 ろっく
大阪市 おうち料理 樹香
大阪市 +JOY
大阪市 河ちゃん
大阪市 寿司匠 あを葉
大阪市 ソーイングセンターJOY大阪店
大阪市 Winestand Perche
大阪市 東茶屋なかむら
大阪市 お好み焼き いまさ
大阪市 あらかると
大阪市 栄寿司
大阪市 着付け教室ayaaya's
大阪市 加賀味阿倍野店
大阪市 浮世小路
大阪市 barヨッチナトル
大阪市 マメノキ
大阪市 ネイルサロン Luce
大阪市 SeveN
大阪市 呑処なんの
大阪市 蛍屋
大阪市 BAR風跡
大阪市 Cornell
大阪市 る・れーぶ
大阪市 萬吉
大阪市 オバンザイバー ニュウヨシコ
大阪市 カラオケ喜代
大阪市 Bar Craftman
大阪市 なんち
大阪市 居酒屋、鉄板、お好み焼き てっちゃん
大阪市 AQUA
大阪市 スタンドメトロ
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大阪市 居酒屋 千草
大阪市 ちとせ
大阪市 元の氣塾
大阪市 CoCoNail
大阪市 十三たこ焼ひょうたん
大阪市 串揚げしんば
大阪市 ビール工房808
大阪市 笑屋
大阪市 こうちゃん ら～めん
大阪市 ECCジュニア西住之江教室
大阪市 焼き鳥こっこや
大阪市 麺匠パスタバカ一代
大阪市 gyAnきてやラスたいネ！
大阪市 大久寿司
大阪市 sourire
大阪市 泰平
大阪市 クラブ乱
大阪市 稲垣潤香書道教室
大阪市 房風
大阪市 居酒屋 いち
大阪市 bar 凛
大阪市 十三寿司
大阪市 お好焼 やっちゃん
大阪市 沖縄料理 かりゆしナイト
大阪市 魚串ＢＡＲ
大阪市 Live Space BAR SHRIMP
大阪市 学研 関目3丁目教室
大阪市 Lounge Chirp
大阪市 Recover
大阪市 レンタルフォトスタジオ スタジオフォック
大阪市 ヴィレッジ
大阪市 憩い処 あや海
大阪市 コナモンキッチンHANAYOSHI
大阪市 鉄板キッチンまつもと
大阪市 わいん酒場 SouRyu
大阪市 STUDIO AVA
大阪市 スペイン料理レストラン カント・マリノ
大阪市 なだや
大阪市 酒さんぽ道ちろり庵
大阪市 Rose Garden
大阪市 Hebe erryeke
大阪市 バル＆ダイニング オニオンジャック蒲生四丁目
大阪市 Global Lead
大阪市 Meixing Nail
大阪市 emocafe
大阪市 L'AIDE
大阪市 雛
大阪市 BAR花野
大阪市 SEARCH
大阪市 たこ焼きバル徳次郎
大阪市 蒼い月1969
大阪市 酒菜家 ペッシェ ロッソ
大阪市 こだん天満橋
大阪市 アトリエ宮地
大阪市 BAR K2CLUB
大阪市 カラオケルーム ON&ON
大阪市 かじや町 加寸'吉
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大阪市 ラウンジげんてん
大阪市 富ちゃん
大阪市 おたからや塚本駅前店
大阪市 Member's Bar VAINQUEUR
大阪市 粉浜音楽センター
大阪市 手打ち麺やす田
大阪市 宝飾ジェム・パレス
大阪市 ELITE
大阪市 イエローテール
大阪市 湖北
大阪市 肉料理 はなぞの園
大阪市 カラオケ喫茶Rin
大阪市 Anjo
大阪市 お好み焼き鉄板焼き佳代
大阪市 Perfect Pitch Records
大阪市 硯星書院
大阪市 エニーフォーランド
大阪市 酒肆ポンシェビ
大阪市 鉄板焼 おおの
大阪市 miel
大阪市 チーフの居酒屋
大阪市 ゆき
大阪市 太玉
大阪市 豚足ひでちゃん
大阪市 マタニティ&タイ古式マッサージ禅 -ZEN-
大阪市 古都
大阪市 ばんしゃく屋ち
大阪市 すしはん田
大阪市 蓮華
大阪市 miss rose
大阪市 Boo８
大阪市 しきつ囲碁将棋サロン
大阪市 公文式 西九条教室
大阪市 Bar CHAOS
大阪市 Chinon
大阪市 麻雀ハレルヤ梅田店
大阪市 美貴
大阪市 旬や きときと
大阪市 まぁじゃんTWO-in
大阪市 エステサロン ウィル（Will）
大阪市 難波中国語教室
大阪市 鉄板カフェ ひとと
大阪市 こな家
大阪市 ヤマネヤ(グリル＆ワイン クリームキッチン）
大阪市 華心
大阪市 お好み焼SARAN
大阪市 initium
大阪市 山寿司
大阪市 呂 英華 韓国伝統芸術院
大阪市 パンテール
大阪市 味いちもんめ
大阪市 ロンドン塔
大阪市 料亭 司
大阪市 新和食 きくい
大阪市 Ｌequai
大阪市 casual x beer ACE
大阪市 春駒
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大阪市 ルーナ
大阪市 仲里ボクシングジム
大阪市 livehouse STAR BOX
大阪市 きゃんでーばにー
大阪市 小都路
大阪市 スキンケアハウスエデュコ
大阪市 居酒屋膳
大阪市 ツェット
大阪市 ECETY Jewelry
大阪市 一途
大阪市 メンバーズbien
大阪市 済州名家
大阪市 アゼリア
大阪市 空
大阪市 食楽酒遊たのきゅう
大阪市 Corner Shop
大阪市 心
大阪市 男気300
大阪市 居酒屋KENNY
大阪市 L&H
大阪市 たこ焼き正ちゃん
大阪市 snack One
大阪市 古家珠算教室
大阪市 RIBBON
大阪市 ほっこり酒菜 あん
大阪市 中華料理平安
大阪市 インドネパールレストラン ヒマラヤン
大阪市 鈴屋
大阪市 やきにくキッチンぱくぱく
大阪市 オステリア・ルチアーノ
大阪市 居酒屋かあちゃん
大阪市 酒菜工房しんくま
大阪市 中国菜 火ノ鳥
大阪市 博多中洲ぢどり屋野田阪神店
大阪市 やきとり居酒屋 飛鳥
大阪市 喰う道
大阪市 鳥元
大阪市 ととや
大阪市 はせがわ
大阪市 パレス
大阪市 VISIONスタジオ
大阪市 とく兵衛
大阪市 BAR DE ZERO
大阪市 ダイビングスクール スクーバ・ジャック 大阪店
大阪市 リラックス倶楽部
大阪市 居酒屋ワン
大阪市 カラオケ喫茶ＲＩＮＡ
大阪市 串揚げ専門店健串
大阪市 居酒屋やな
大阪市 ドルチェ
大阪市 rare groove
大阪市 Pizzeria Grano
大阪市 ＡＭＡＮＴ
大阪市 とと右衛門
大阪市 個別指導Waseda
大阪市 Estrella Kana
大阪市 旬のおばんざい地酒のはぜやん
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大阪市 トモエ バレエ スタジオ
大阪市 公文式木川西教室
大阪市 旬食やまだ
大阪市 嵐坊
大阪市 みつわ食堂
大阪市 藤田
大阪市 アトリエＭ
大阪市 中華料理ゆうちゃんの餃子
大阪市 路地裏3坪雑貨店 中崎町店
大阪市 鳥善
大阪市 MIXMAX
大阪市 Nova
大阪市 七田式天六教室
大阪市 やまがそば 堀川店
大阪市 仲村酒店
大阪市 lila
大阪市 vero
大阪市 エステ&リラクゼーションSORA.
大阪市 喫茶ロボ
大阪市 時代屋
大阪市 とんかつＫＡＴＳＵ華
大阪市 のんのん。
大阪市 Rudelicious
大阪市 ましの軒
大阪市 ひろせ
大阪市 BAR赤い彗星
大阪市 焼鳥 いそろく
大阪市 大東音楽教室
大阪市 Bar Fake
大阪市 呑ん処冨士屋
大阪市 Mypace
大阪市 つじもとパスタ店
大阪市 SAMUNDRA MAHAL
大阪市 兆治
大阪市 エフォートレスランゲージラボ
大阪市 十三茶家 貴楽
大阪市 再会
大阪市 Sally
大阪市 studio DOLCE
大阪市 BEARCATS ウインドサーフィン  (ベアキャッツ)
大阪市 ｲﾝﾄﾞﾚｽﾄﾗﾝ RAJA
大阪市 昭和サロンカフェ
大阪市 花ちょうちん
大阪市 曽根崎  小嘉津
大阪市 住之江 新浅草
大阪市 割烹いぐち
大阪市 O・M・サポート
大阪市 多英
大阪市 鮮魚・米粉天ぷら あ乃ね
大阪市 中国民族楽器教室
大阪市 鮪魂 一将丸
大阪市 Cafe OTO
大阪市 puru puri
大阪市 バランス
大阪市 おばんざいダイニングさつま
大阪市 焼焼きんぐ
大阪市 すみか
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大阪市 BAR 6BLUE
大阪市 ALK Italianbar
大阪市 一切れ焼肉 肉寿司 旨太郎
大阪市 本田写真館
大阪市 オステリア87（オッタンタセッテ）
大阪市 かふく
大阪市 CELL
大阪市 魚貝小皿和食 一喜
大阪市 ASIAN DINING RANGDA
大阪市 商業施設
大阪市 赤とんぼ
大阪市 整体&ストレッチ工房 掌～tanagokoro～
大阪市 高橋ヨガ研究所 本部上新庄教室
大阪市 味厨家 能
大阪市 和洋食 かぶら
大阪市 得正 土佐堀店
大阪市 中華料理 南極
大阪市 ECCジュニア上本町教室
大阪市 心間
大阪市 ソシアル倶楽部
大阪市 村木ピアノ教室
大阪市 スナックきまぐれ
大阪市 スナック松
大阪市 セットサロンフルール
大阪市 お好み焼き キューピット
大阪市 kirico
大阪市 Bar Haze
大阪市 喫茶 エーデル
大阪市 アペックス北巽教室
大阪市 うさぎ
大阪市 バルボン
大阪市 くりや
大阪市 ギャラリーミヤコ
大阪市 べるＢＡＲ
大阪市 夢想
大阪市 椿姫
大阪市 ラウンジ羽紫
大阪市 カラオケ喫茶Ｃａｎ
大阪市 竹下珠算塾
大阪市 串カツ・カレー七福神 天五店
大阪市 エルビューティークリニック
大阪市 一三三
大阪市 居酒屋 なかがわ
大阪市 藤子
大阪市 まとや
大阪市 居酒屋 壽香
大阪市 麺香房三く
大阪市 粋花亭
大阪市 TANKTOP!
大阪市 舎林
大阪市 AMBALAMA
大阪市 777
大阪市 北新地鳥羽
大阪市 春奈家
大阪市 喜楽園
大阪市 Bar ELMO
大阪市 屋台居酒屋金太屋
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大阪市 うどん工房一心
大阪市 松蘭
大阪市 あなぐま亭
大阪市 メナードフェイシャルサロンTAKE.
大阪市 さかなや久
大阪市 S.Senba マヨネーズ本舗
大阪市 ナイト＆ベル
大阪市 和洋酒菜アシャール
大阪市 すなッくK!
大阪市 EX NEST
大阪市 THE GYM
大阪市 細川酒店
大阪市 N.E.D-WORKS
大阪市 よってこ立ち呑みてくてく
大阪市 LEE
大阪市 LEO
大阪市 SUNTORY BAR BABY
大阪市 Yoga mitra中崎町教室
大阪市 アトリエ三月
大阪市 1chance
大阪市 たけしょく亭
大阪市 丸芳
大阪市 Haps
大阪市 と金
大阪市 Biz-relax
大阪市 正宗屋
大阪市 スナックらん
大阪市 中村屋
大阪市 bellezza
大阪市 さくら
大阪市 ポップコーン
大阪市 Pace
大阪市 ふぐ料理 やまいち
大阪市 夜汽車
大阪市 グッド ラヴ十三店
大阪市 Bar night spot 小椋
大阪市 最高ピーポーOSAKA
大阪市 ギャラリー海野
大阪市 お好み焼鉄板焼はなはな
大阪市 与助
大阪市 安さん
大阪市 くし山
大阪市 居酒屋ふぅ
大阪市 ひろすし
大阪市 松屋
大阪市 てんぷら屋 夢二
大阪市 古物商 尾崎
大阪市 日本棋院梅田囲碁サロン円田陽一の囲碁教室
大阪市 金の玉子中本店
大阪市 梅吉
大阪市 わらべ
大阪市 ワイン食堂エトレーヌ
大阪市 photography office & studio DISCOVERY
大阪市 サロンドユー望月
大阪市 #Q
大阪市 きのぴぃ～ず
大阪市 大丸屋
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大阪市 相合餅
大阪市 おでん屋てん
大阪市 ＰＲＯＦＩ
大阪市 朝な夕な
大阪市 Gg
大阪市 Lien Merci
大阪市 焼肉たつみや
大阪市 王冠
大阪市 空間舎創
大阪市 酒 幸文
大阪市 さくら樹
大阪市 QOOOP
大阪市 PHITSANULOK
大阪市 向津具 がん祐
大阪市 中国小皿料理 彩七
大阪市 白楽天
大阪市 和らび
大阪市 雫
大阪市 ELL OSAKA
大阪市 MilleVor
大阪市 キッチン菜花実
大阪市 toripie
大阪市 焼鳥居酒屋ねぎちゃん
大阪市 ひろおか
大阪市 洋食 さかえや
大阪市 アイディーユー
大阪市 心斎橋カイロプラクティック
大阪市 cafe muni
大阪市 chaussure annex
大阪市 八剣伝なんば西店 
大阪市 アトリエ末崎
大阪市 居酒屋すかんぽ
大阪市 SetSalon VOGUE
大阪市 松久
大阪市 公文式 聖和教室
大阪市 スナック こゆき
大阪市 鶴橋いちごいちえ
大阪市 たこきち
大阪市 クラスワン
大阪市 串かつ味彩
大阪市 やきにく百番
大阪市 okimaisalon
大阪市 柳田゛
大阪市 公文式茨田大宮教室
大阪市 居酒屋 京
大阪市 たもん
大阪市 大阪たこ焼き本舗 昌也
大阪市 八福神
大阪市 どない屋
大阪市 サウンドジーワン
大阪市 フェルメール
大阪市 やきとり温
大阪市 ShotBar GailyMoon
大阪市 Legare
大阪市 鮨 尽誠
大阪市 翁
大阪市 鉄板ダイニングちゅらり
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大阪市 salon de thé okashinaohana ～可笑的花～
大阪市 ラウンジ ルージュ
大阪市 北新地桃や
大阪市 スタジオRUN
大阪市 しんみどう
大阪市 ピグマリオンぷち谷町教室
大阪市 浜幸
大阪市 韓国食堂 まさき
大阪市 ゴルフショップ  サンディー
大阪市 なにわホルモン宋
大阪市 喫茶＆スナック ロイヤル
大阪市 平野宝飾
大阪市 Epic
大阪市 TripStir
大阪市 吉鳥 長原店
大阪市 Rあーりー
大阪市 ヒットパレード
大阪市 香港点心小籠包専門店
大阪市 もつ蔵
大阪市 お好み焼ハウストマト
大阪市 エム ブラン
大阪市 カフェ＆BAR chat noir
大阪市 姫
大阪市 伯舞
大阪市 陣屋
大阪市 Lucia
大阪市 遊仙
大阪市 萩の家
大阪市 鳳鳴春
大阪市 五臓六腑
大阪市 ライツテコンドークラブ
大阪市 バーヤマグチ
大阪市 佐竹そろばん教室
大阪市 喫茶お好み味希
大阪市 喫茶 カフェ吉
大阪市 ランデブー
大阪市 ラーメン虎と龍 出来島店
大阪市 マギー
大阪市 グレコ
大阪市 焼肉レストラン飛龍
大阪市 ルーヴ
大阪市 KAZU
大阪市 中華料理 鳳凰楼
大阪市 酒の森
大阪市 BAR L's
大阪市 すぷらうと
大阪市 丸甚 本店
大阪市 倶楽部 ラ・ムー
大阪市 扇町和庵青空
大阪市 adatto
大阪市 にこみ 㐂むら
大阪市 ＳＯＮＩ
大阪市 禧光
大阪市 花みょうが
大阪市 エノキ屋
大阪市 酒房さくら
大阪市 Bar cozy
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大阪市 浜焼太郎京橋店
大阪市 スナック ボビー
大阪市 ほっTOすれBer
大阪市 1 BRIDGE ≠ connect
大阪市 亜美
大阪市 響あい
大阪市 鳥酒力
大阪市 やすらぎ
大阪市 珉珉福島店
大阪市 プーケット
大阪市 たこ焼き創作バルOCTO
大阪市 吉原
大阪市 アイランド
大阪市 スタジオぐび
大阪市 千
大阪市 柊
大阪市 坂本音楽スタヂオ
大阪市 ノーネイム
大阪市 ハーラウ フラ オ マカナケアロヒ スタジオ
大阪市 はつえダイニング
大阪市 久美着物着付け教室 エステティックサロン
大阪市 ステーキ・鉄板居酒屋 鍛冶屋
大阪市 仲村慶子料理教室
大阪市 居酒屋 ん？
大阪市 酒房竹とんぼ
大阪市 京
大阪市 食堂虹の仏
大阪市 サーモンバル パーシャ
大阪市 パラドール
大阪市 なみの華
大阪市 CHIKI CHIKI
大阪市 カレーパニック
大阪市 ジェリーダイア
大阪市 TWINS
大阪市 美味 ひでき
大阪市 Bar One
大阪市 ピース環境カンパニー
大阪市 書道教室墨庵三国教室
大阪市 すじ平
大阪市 串かつかせやん
大阪市 そば切り 治太夫
大阪市 味都 小田切
大阪市 スペースモンキー
大阪市 Nail room
大阪市 心喜進
大阪市 みたこ
大阪市 つうすりぃ
大阪市 ヴォイス
大阪市 公文式城東中央教室
大阪市 居酒屋 伊呂波
大阪市 ビリージーンカフェ
大阪市 すし常
大阪市 料亭 杏
大阪市 豊鈴
大阪市 愛のジョーク
大阪市 あんだんてbeauty
大阪市 グリルタネダ
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大阪市 サケトメシ
大阪市 韓国語教室Rainbow
大阪市 グロリエット
大阪市 コニーリョ
大阪市 ＰＯＬＡ Ｂ－みか
大阪市 喫茶 いこい
大阪市 芳乃
大阪市 藤沢書店
大阪市 イルミナラッシュ大阪サロン
大阪市 松崎屋
大阪市 やきとり食堂ゆめる
大阪市 彩葉
大阪市 健康まぁじゃんサロン・阿倍野
大阪市 北新地しじみ
大阪市 春香
大阪市 リラクゼーションサロンミュー
大阪市 大丸屋
大阪市 ポーラh・a・n・a
大阪市 おしゃれ倶楽部
大阪市 スナック淀
大阪市 宝宝
大阪市 三宅輝子バレエ教室
大阪市 ステーキハウス四季の味
大阪市 マツモトそろばん塾
大阪市 酒BAR月ノあかり
大阪市 牝鹿
大阪市 井筒家
大阪市 アロマテラピーサロン ローズエンジェル
大阪市 善
大阪市 スナックシュシュ
大阪市 POLA カレン店
大阪市 ラウンジ KI☆RA
大阪市 中国台湾料理 鑫福
大阪市 お好み焼き とみちゃん
大阪市 リボン
大阪市 美味卯
大阪市 M's Atelier
大阪市 自由亭
大阪市 Eminal
大阪市 珈琲舎・書肆アラビク
大阪市 R3NAIL
大阪市 喜多家
大阪市 ビービークロス
大阪市 Le Cercle
大阪市 ココチ
大阪市 ニックストック本町通店
大阪市 FUKUYA
大阪市 モンナンジュ
大阪市 Felice
大阪市 食堂しんや
大阪市 オステリアダパオロ
大阪市 my.S nail salon
大阪市 居酒屋 ゆう
大阪市 立呑み処ゆるり
大阪市 リボン宝飾
大阪市 マツバカイロプラクティック
大阪市 加圧サロン スフル
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大阪市 天心道場
大阪市 龍峰堂
大阪市 Pop Soda
大阪市 堂島 雪花菜
大阪市 studio A & a
大阪市 Grazie
大阪市 公文式 太子橋教室
大阪市 glitter
大阪市 BlowL'embrllir
大阪市 えにし
大阪市 中華料理 孫悟空
大阪市 喫茶パレット
大阪市 ECCジュニア 大領4丁目教室
大阪市 ヤキトリ KAMOME
大阪市 日本空手協会京橋支部 大浜塾空手道場
大阪市 河童
大阪市 Glass Studio ARGO
大阪市 REMAKE ROOM
大阪市 鳥ひろ
大阪市 ジュエリースタジオ ドナ（DONA彫金教室）
大阪市 五誓・極
大阪市 おうちエステHaru
大阪市 奈樹
大阪市 海鮮茶屋貝族料理みのしょう
大阪市 炭焼巧房とり乃
大阪市 スナック青山
大阪市 サロンドロワール
大阪市 dish curry&relish
大阪市 ＶＩＶＡ まどんな
大阪市 旬菜廣長
大阪市 和
大阪市 呑み食い処 要
大阪市 青山音楽教室
大阪市 公文式鴫野東教室
大阪市 メンバーズラウンジ雅
大阪市 中華食堂 知風海
大阪市 おお乃
大阪市 キングダム
大阪市 お好み焼き 秋月
大阪市 Double.Y
大阪市 厩戸
大阪市 カラオケ喫茶フラワー
大阪市 居酒屋まいど
大阪市 まごころ料理とお酒 轍
大阪市 旬菜酒房 くにこし
大阪市 ピアノラウンジ濱口
大阪市 ＥＣＣジュニア苅田６丁目教室
大阪市 洋酒喫茶ニューリード
大阪市 西日本易学院
大阪市 みつお
大阪市 岩さき
大阪市 小料理多津
大阪市 ギャラリーヤマグチ クンストバウ
大阪市 炭匠御厨
大阪市 akubi
大阪市 だいどころ屋 しげとみ
大阪市 Ｍ８３１
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大阪市 フラメンコスタジオ コロナ・デ・アサール
大阪市 喫茶501
大阪市 ことは整体
大阪市 トラットリア アルソード
大阪市 Sputnik Guitar School
大阪市 ソシアルスペース・エアリー
大阪市 お好み焼 門
大阪市 結婚させるんジャー事務局
大阪市 オリンピアサンワーズ
大阪市 ECCジュニア 墨江4丁目教室
大阪市 あざ味
大阪市 ギャラリーjiro
大阪市 タカハシスポーツ
大阪市 学研 九条あひる教室
大阪市 ヴラルボンヴァン
大阪市 ミュウ
大阪市 maic store
大阪市 味庵茶坊
大阪市 MIHYANG SIKUDAN
大阪市 有馬家
大阪市 真理
大阪市 ぴしか
大阪市 喜多郎
大阪市 ラーメン家族
大阪市 La Dolceria di Adriano
大阪市 J's工房
大阪市 ソウル
大阪市 龍の月
大阪市 本越クラシックギター教室
大阪市 maverick.
大阪市 J&M share space
大阪市 公文式 野田教室
大阪市 中華料理 頂香
大阪市 アステリア
大阪市 寺カフェ 茶庭
大阪市 上海
大阪市 cantik
大阪市 うたげ
大阪市 stylish Bar R2
大阪市 中尾書店
大阪市 北新地 縁
大阪市 旨みキッチン グー
大阪市 飛鳥紅梅創作日舞
大阪市 楽々整体院
大阪市 居酒屋 柚
大阪市 すきやきダイニングHiro
大阪市 水加美
大阪市 居酒屋善
大阪市 三陸寿し
大阪市 樹里
大阪市 鮮や丸
大阪市 味季おでん 花わさび
大阪市 ギャラリー白
大阪市 お好み焼き道草
大阪市 クローバー
大阪市 スナック美咲
大阪市 居酒屋 さくら
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大阪市 しゃぶKAZZ
大阪市 志が屋宝石店
大阪市 YOIDORE鯨
大阪市 HIKONA
大阪市 リボン
大阪市 酒場 おいない屋
大阪市 大阪カメラ光芸
大阪市 ポーラザビューティー大阪十三店
大阪市 めんめん守屋
大阪市 咲兆
大阪市 王チャジャン
大阪市 公文式南大江教室
大阪市 東川整骨院
大阪市 ざっぴん家
大阪市 花舎
大阪市 公文式いずお教室
大阪市 つるや
大阪市 喫茶 翌檜
大阪市 ミッドナイトサン
大阪市 すし 一半
大阪市 isora
大阪市 中華料理華龍
大阪市 一富士食堂
大阪市 サロン.ドゥ.燦
大阪市 良しとも
大阪市 とみづや支店 戸崎酒店
大阪市 ベラ ドマーニ
大阪市 Sy's second
大阪市 C-moon
大阪市 スナック アルファ
大阪市 ピルピル＆生ハム専門店LUPIN
大阪市 月桃ディスコ
大阪市 天婦羅ひらいし
大阪市 tezuma
大阪市 炭火焼ホルモン からから亭
大阪市 ボワール
大阪市 割烹 小森
大阪市 がむしゃら
大阪市 studio SAPO 
大阪市 Y's du salon
大阪市 公文式鶴見みどり教室
大阪市 Unité(ユニテ)
大阪市 NailSalon Merci
大阪市 立ち呑みおばんざい亀ちゃん
大阪市 中華 金柑
大阪市 佐野酒店 立ち呑 佐野
大阪市 しらいし家
大阪市 Rakuel
大阪市 レンタルスペースSENSHIN
大阪市 メイクレッスン大阪
大阪市 ネイルサロンブラン
大阪市 韓国料理焼肉 済州
大阪市 りんごの樹
大阪市 おでんと肴 さかもと
大阪市 ことぶき
大阪市 焼肉 いろり
大阪市 LIVE BAR BEATLE（ライヴバービートル）
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大阪市 焼肉処 ばらの木
大阪市 東道気功整体院
大阪市 宅地建物取引士の学習塾
大阪市 人家
大阪市 一番ラーメン
大阪市 立ち呑み毘
大阪市 Gallery HOBI
大阪市 健康ヨガ ハートスペース
大阪市 公文式六反さくら公園教室
大阪市 このみ
大阪市 studio(スタジオ)Ｍ
大阪市 焼肉桃李
大阪市 居酒屋 うさぎ
大阪市 高級インド雑貨カオス
大阪市 山田製麺所
大阪市 カイロプラクティックイン難波中
大阪市 麺屋 もず次郎
大阪市 クラブエピック
大阪市 進学心教育システム
大阪市 市村酒店
大阪市 ブラッセリーミエル
大阪市 水沼神奈美ピアノ教室
大阪市 ＥＡＧＬＥ（イーグル）
大阪市 ヨガスタジオ CHARM
大阪市 居酒屋 金龍
大阪市 すし鶴
大阪市 お好み焼き 槐
大阪市 Youmat Works
大阪市 おつきさん
大阪市 麒麟亭
大阪市 韓味一 別館
大阪市 仲本珠算道場
大阪市 韓国料理 錦
大阪市 料亭 恵方
大阪市 Conditioning Labo Key 
大阪市 ハッピーブーケ
大阪市 マージャンハウスeジャン
大阪市 おこのみNICO
大阪市 居酒屋漁助
大阪市 家庭料理さかもと
大阪市 やなや
大阪市 FRILL
大阪市 餃子の王将 玉川店
大阪市 松寿司
大阪市 観光プロレス居酒屋リングサイド
大阪市 韓国・一品料理 駿
大阪市 魚喜
大阪市 割烹やす江
大阪市 慶州
大阪市 北新地こくらげ
大阪市 公文式大宮教室
大阪市 岩亭
大阪市 Shabby Chic
大阪市 メンズ脱毛サロン アルファ
大阪市 ふるさと
大阪市 Big Apple
大阪市 料亭 知慧
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大阪市 シアターＯＭ
大阪市 如水
大阪市 ぐるぐるそだつながや
大阪市 富士
大阪市 寿司居酒屋 縁
大阪市 Hairset Salon Pinky
大阪市 きっちんまき
大阪市 Hermosa
大阪市 TRYFRONT パソコン教室
大阪市 大井
大阪市 private beauty salon N゜18
大阪市 百十我孫子筋店
大阪市 private gym Neos
大阪市 LaMaturite
大阪市 カーニバル
大阪市 酵素浴sana
大阪市 ポーラ Act店
大阪市 おばた
大阪市 FLUFF
大阪市 cicie
大阪市 割烹 安さん
大阪市 らぁ麺きくはん
大阪市 ehfar
大阪市 studio CHISHOT
大阪市 橋崎学習塾
大阪市 炉ばた浪花料理つむら
大阪市 学研五条教室
大阪市 中里映像
大阪市 Donポチャ
大阪市 ホリスティックＳ²Ｍ
大阪市 酒房 京
大阪市 GROOVENUT RECORDS
大阪市 Chillax Nail
大阪市 ラッキーレールスタジオ
大阪市 gatto+
大阪市 ruku
大阪市 サッチェズカリー
大阪市 サロン・ド・アンジュ
大阪市 大門
大阪市 Itarian TAWARATSUMIDA
大阪市 旬の味 わだつみ
大阪市 Capone
大阪市 自家製生パスタ専門店讃岐屋
大阪市 占いワールド四天王寺
大阪市 KARAFT
大阪市 そば処 志昂
大阪市 炭とおいしいお酒のお台処 晃
大阪市 ビリヤード・ラーン
大阪市 Ｋｓ英数アカデミー
大阪市 ar first
大阪市 ビゴアイングリッシュハウス
大阪市 オスカー
大阪市 居酒屋 三ちゃん
大阪市 食事処 福楽
大阪市 花さき じんの庵
大阪市 Eyelash Salon 六花 ～rikka～
大阪市 中華料理 喜楽園
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大阪市 創作ローカーボダイニング凛
大阪市 樹木
大阪市 中華そば いぶき
大阪市 加圧&ピラティススタジオ  クレマティーデ
大阪市 季節料理 さか本
大阪市 万寿房
大阪市 tartaruga
大阪市 焼き鳥 松の
大阪市 Miracle
大阪市 家庭料理の店 瑞葉
大阪市 words cafe
大阪市 公文式関目教室
大阪市 野田 石心
大阪市 酔っちゃん
大阪市 フライショップ蒲公英
大阪市 VARD RHYTHM
大阪市 鮨よし
大阪市 カルチャーカフェ 上方
大阪市 カナリヤ
大阪市 カウンセリングルームイーグルアイズ 
大阪市 スタジオ月麓(ウォルロク)
大阪市 ごっど
大阪市 REDWOLF
大阪市 創作串揚げ隼十
大阪市 牛全
大阪市 カラオケスナック のん
大阪市 亀岡街道
大阪市 サロンみやもと
大阪市 肉処 味納賛
大阪市 啓珠会 珠算塾
大阪市 お琴 三味線教室 松浪 千壽
大阪市 学習塾 新
大阪市 ララネイル
大阪市 いち味
大阪市 メナードフェイシャルサロン華
大阪市 レモン舎
大阪市 入道
大阪市 紫林
大阪市 salon de milly
大阪市 大阪たこ焼き本舗八っち
大阪市 Streamline (cunado)
大阪市 スタジオオッキオ
大阪市 若竹
大阪市 豚骨黒カレーMECHA
大阪市 Mint Condition
大阪市 EyeLashSalonDante
大阪市 プレジール
大阪市 センスサーフ
大阪市 きらり
大阪市 ABCclub 鴫野教室
大阪市 焼鶏屋とり美
大阪市 清水丘ギター教室
大阪市 ボリィズコーヒー
大阪市 てっちりやきにく白川
大阪市 FIT JAEMI
大阪市 昭和の普通のおうちスタジオ＋１
大阪市 麺屋 ＬＵＣＫ ＰＬＵＣＫ

52 / 90 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６月９日公表分）

大阪市 MIHO TSUJII LANGUAGE SCHOOL ART & DANCE STUDIO
大阪市 浜海中華料理
大阪市 Eterna
大阪市 もりのそば
大阪市 ｂｒｏｄｏ
大阪市 鮨笑ねはち
大阪市 photo studio はらだ
大阪市 M's jewelry
大阪市 学習教室ハイブリッド
大阪市 お好み市場 あず
大阪市 たこ焼 たこやん
大阪市 隼人
堺市 新生クラブ
堺市 登仙
堺市 魁
堺市 Dining Bar Luce
堺市 カラオケ喫茶 シルク
堺市 魔女
堺市 ラウンジフォーラム
堺市 あいうえお
堺市 パインヴィレッジ
堺市 カラオケにしまる
堺市 ダイニング おくの
堺市 すなっくけい
堺市 ＧＲＥＥＮ
堺市 秀玲書院 ギャラリー伊藤
堺市 Cellar Hause CLAP
堺市 友寿司
堺市 はなぶさ寿司
堺市 わさ美
堺市 若大将
堺市 炉端 ちとせ
堺市 居酒屋「いたさん」
堺市 ナヌム
堺市 田中珠算教室
堺市 泉州庵 山之口店
堺市 麺屋うさぎ
堺市 備長炭焼鳥和鶏屋
堺市 肉と八菜 OTOKICHI
堺市 IZAKA家みっちゃん
堺市 アジアスポーツ株式会社
堺市 寅虎ラーメン
堺市 牛角 堺東店
堺市 串亭
堺市 岡本スポーツ
堺市 和ダイニング大将
堺市 泉ヶ丘グーテ
堺市 JACSPOT21
堺市 ラウンジ遊
堺市 わおん
堺市 シェフの隠れ家
堺市 カーブス堺泉ヶ丘
堺市 セルフホワイトニングサロン
堺市 CLUB efu
堺市 KIDS Vacation
堺市 株式会社さくらトラベル金岡営業所
堺市 玄品ふぐ
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堺市 リハーサルスタジオdo-do
堺市 有限会社ホンダ陶芸
堺市 とんりゅうラーメン堺石津本店
堺市 海ごこち
堺市 カラオケ304
堺市 Cafe&Dinner COMS
堺市 Ⅴ－７
堺市 KAINO PHOTOSTUDIO WITH
堺市 もみ庵堺店
堺市 蕎麦打ち体験 仁
堺市 有限会社フューチャーコンピュータースクール
堺市 ゴスペルハッピーランド
堺市 なご海
堺市 肉料理玉屋本店
堺市 カリスト
堺市 遊キッズ愛ランド
堺市 ケムズインプルーブメントサロン 
堺市 ライフスタジオ大阪1号店
堺市 株式会社フリースタイル
堺市 お食事処、めん処 六兵衛
堺市 漁すけ鳳駅前店
堺市 夢鉄砲堺東天神店
堺市 銀次郎
堺市 カフェ伊太利庵
堺市 ニュー薔薇
堺市 カーブス なかもず
堺市 文理学院 御池台校
堺市 神楽
堺市 Ｂｏｄｙ Ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ
堺市 宝石岩盤浴 おほとか
堺市 本田道子バレエスクール
堺市 三代目 わっしょい
堺市 カーブス南海堺駅
堺市 低人堂
堺市 Bar Unity Faith
堺市 MAR
堺市 THE LANE CAFE
堺市 BAR THOUSAND
堺市 FROM ZERO
堺市 SNACK Diva
堺市 North7
堺市 lounge芯
堺市 Fake
堺市 焼鳥バコン
堺市 おかんのおばんざい
堺市 華りん
堺市 和ダイニング なの華
堺市 カラオケミューズ
堺市 Yuka Music
堺市 スナック ミュウ
堺市 キース
堺市 さわやか整体院
堺市 DEEPLY JAPAN
堺市 メナードフェイシャルサロンpumehana
堺市 麻雀ジャングル
堺市 フォトかがやき
堺市 洋食専門 とん助
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堺市 孝佑整体学院大阪堺校
堺市 泉州部屋
堺市 満腹居酒屋 豊
堺市 市好
堺市 カラオケいづみ
堺市 セーヌ
堺市 ラウンジ沙羅樹
堺市 整体きたはな（旧おおいし整体院）
堺市 ネイルサロン イーネイル
堺市 TEARS
堺市 馬や
堺市 大阪府立鳳高校校内食堂
堺市 焼バル しーぴっぐ
堺市 夢楽里
堺市 炭火やきとりとりのすけ
堺市 麻雀直家
堺市 プロ進学塾
堺市 ポーラ white・blue
堺市 立ち呑み処～繋～
堺市 酉美庵
堺市 ラウンジ  be wing
堺市 たいよう食堂
堺市 大國
堺市 カプリ
堺市 公文式北野田教室
堺市 なんば一番 堺北野田店
堺市 木の実食堂
堺市 カラオケプリティーウーマン
堺市 カラオケスナック ラララ
堺市 串とら
堺市 三国ヶ丘進学ゼミ
堺市 ヨガスタジオアンバー
堺市 マークの英会話
堺市 Lovely smile
堺市 カジュアルフレンチ アッシュ
堺市 レストランFuchi
堺市 楽ステージ
堺市 からから
堺市 焼き鳥かぢどり
堺市 ヨンス
堺市 堺魚市場寿司
堺市 珉珉深井店
堺市 江戸前鮨と鷄 和暖
堺市 eyelash&relaxationsalon  Camus
堺市 喫茶 7
堺市 MUGEN-01
堺市 公文式ソフィエなかもず教室
堺市 居酒屋一平
堺市 ARAWAK
堺市 La Citta
堺市 鳥英
堺市 焼鳥藍
堺市 学研材木町教室
堺市 七ふく神 堺東店
堺市 mano a mano   マノマノ
堺市 公文式アメニティ大野芝教室
堺市 和牛ダイニング城

55 / 90 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６月９日公表分）

堺市 キッサスナック 舞
堺市 公文式 うぐいす谷教室
堺市 ごちそう酒屋 くま
堺市 チャボ
堺市 ECCジュニア深井沢町教室
堺市 八六八ビル
堺市 TATTOO
堺市 すなっく どりいむ
堺市 ヒラタダンスクラブ
堺市 一志貴時計店
堺市 たこ焼きdaigo
堺市 魚真
堺市 ka-kuncafe
堺市 カラオケ オアシス
堺市 Tomo studio
堺市 お好み焼 よしだ
堺市 大阪府立泉北高等学校内食堂
堺市 大阪府立農芸高等学校内食堂
堺市 スナックエナジ
堺市 国際空手道連盟極真会館大阪南支部徳田道場 堺本部道場
堺市 酒と料理と笑顔の酒場 一心一笑
堺市 杉岡そろばん教室
堺市 堀口学習教室
堺市 公文式八田教室
堺市 ひきよし
堺市 初音
堺市 喫茶マタリ
堺市 てもみ屋 飯田
堺市 ステーキハウス シェルブール
堺市 農家のうどん屋
堺市 日本料理わくら
堺市 かみなり 一条通店
堺市 Cafe Bar Jeu
堺市 カラオケスタジオバーニーズ
堺市 Rediant Nailsalon
堺市 ONEWAY
堺市 南海飯店
堺市 山本学習教室
堺市 Lean
堺市 CatCafe KiKi
堺市 ヤマハ音楽教室北野田
堺市 山海
堺市 新月
堺市 旬鍋美酒 新月
堺市 BAR LOUNGE 心音
堺市 日本料理たけむら
堺市 Momenti Felici
堺市 カラオケ おもてなし
堺市 焼鳥さぶちゃん
堺市 かつ信
堺市 エムズ フォリス
堺市 くらくら
堺市 啓道館本部道場
堺市 Kitchen Bar Danke
堺市 居酒屋 彦一
堺市 フリマルシェ
堺市 江梨
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堺市 カフェ ドリハ
堺市 カラオケ喫茶マッチの店
堺市 多目的スタジオ虹
堺市 讃岐うどん美曽乃
堺市 山城
堺市 カナディアンクラブハウス
堺市 カルチャー
堺市 カラオケ喫茶 メロディ
堺市 Bar 神楽
堺市 公文式深井西小学校前教室
堺市 公文式 城山台教室
堺市 駅亭泊
堺市 セブンゴッド
堺市 肉処 牛穂
堺市 おたやん
堺市 メナードフェイシャルサロン 中もず北
堺市 kanna
堺市 味所望
堺市 公文式蔵前西教室
堺市 雪葉書院
堺市 スナック 花
堺市 stone shop Noёl
堺市 なかたピアノ教室
堺市 NEXT BODY 北野田店
堺市 海味
堺市 カフェ・ド・ターム
堺市 すし美
堺市 エムズフォトグラフ
堺市 陵南ゼミナール
堺市 手打ちうどん 竹生
堺市 グリル家 kutta
堺市 笑-emi-
堺市 ばるらんて
堺市 今摩志ん けやき通り店
堺市 モンシェリー
堺市 家庭料理居酒屋 宗奈
堺市 カフェ&バーJ
堺市 かふか
堺市 大翔
堺市 プライベートサロン空sora
堺市 BreadRoom 
堺市 ANELA上野芝
堺市 メナードフェイシャルサロン中もず南
堺市 ほど酔ぃ
堺市 親子ヨガ教室あいことば
堺市 Ryuga氣功院
堺市 公文式北条教室
堺市 風鈴
堺市 寿司 大ちゃん
堺市 一道
堺市 呉ドッグスクール
堺市 Ｇｒａｃｅ
堺市 みかど
堺市 立呑処ひまわりII
堺市 麺やもりた
堺市 ON MUSIC ピアノ教室
堺市 LaFlat Music School
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堺市 花梨麻婆飯店
堺市 La sorciere vivaラボ堺店
堺市 STジュエリー
堺市 カイロプラクティック浜寺
堺市 焼き鳥壱歩
堺市 お食事処 えん
堺市 キッチンまつ本
堺市 マリア
堺市 グリルトミーパート2
堺市 中国西安料理王子鍋貼館
堺市 花梨麻婆酒家
堺市 futur（フチュール）
堺市 サロンドミュウ
堺市 atelier MUI-MUI
堺市 焼肉ナンバーワン
堺市 公文式金岡南教室
堺市 もだん亭
堺市 寿司カフェReve
堺市 un reve
堺市 WINE & ODEN ひそか
堺市 居酒屋美波海
堺市 ぢどり
堺市 Grill Kitchen APO
堺市 みつや
堺市 酒彩 藍
堺市 あすなろ学習教室
堺市 かてい料理 笑
堺市 釣楽
堺市 初芝ミュージックセンター
堺市 焼肉 丸福
堺市 生ホルモン処 焼肉おさむちゃん
堺市 OUGA
堺市 学研深井駅前教室
堺市 とんかつ駒太郎
堺市 居酒屋 大関
堺市 Eyelash Salon Mimi
堺市 エステサロンP&C
堺市 5.kitchen
堺市 aroma studio ReLease
堺市 ダイニング Y＆M
堺市 宮﨑書道教室
堺市 炭火ホルモンぎゅう侍
堺市 公文式すずのみや教室
岸和田市 うさぎ教室
岸和田市 ひろ兵衛
岸和田市 やざき寿し幸吉
岸和田市 大和家
岸和田市 会津田舎そば
岸和田市 季節料理 ひとゆし
岸和田市 平漱バレエアートスタジオ
岸和田市 中国料理 秀華
岸和田市 ネイルサロン neon
岸和田市 旬彩食堂三粒に種
岸和田市 新日本旅行
岸和田市 LocaBran～ロカブラン～
岸和田市 楽食ダイニングＪｕｎ屋
岸和田市 スタートラインボクシングジム
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岸和田市 海鮮処椿
岸和田市 赤さん食堂
岸和田市 洋食レストラン&ケーキPetit Bois
岸和田市 民芸炉端 火男
岸和田市 kishiwada bar youimarl
岸和田市 一力寿司
岸和田市 居酒屋 大五郎
岸和田市 幸家有楽
岸和田市 プチハウス瑠璃
岸和田市 OZ
岸和田市 居酒屋松っちゃん
岸和田市 串亭
岸和田市 そ！これこれ豚肉屋
岸和田市 公文式岸和田南上町教室
岸和田市 Masami Ballet Labo.
岸和田市 串酔処かねさん
岸和田市 ガロ
岸和田市 悠月
岸和田市 キッチンバー モリゲン
岸和田市 焼肉 鶴
岸和田市 カラオケハウス華苑
岸和田市 まん作
岸和田市 Real eye lash salon
岸和田市 歩ッ歩や
岸和田市 このみ家
岸和田市 カラオケスタジオF
岸和田市 居酒屋とみや
岸和田市 焼肉 永楽
岸和田市 にわねこ
岸和田市 岸和田模型
岸和田市 立飲処 にしむら
岸和田市 一九味
岸和田市 炉ばた たか
岸和田市 岸田スポーツ
岸和田市 末広寿司
岸和田市 メナードフェイシャルサロン露華
岸和田市 大阪府立岸和田高等学校内食堂
岸和田市 池田そろばん教場
岸和田市 おかんの味ひろ
岸和田市 濃才土
岸和田市 焼肉 みらく亭
岸和田市 公文式八木小前教室
岸和田市 あいうえお
岸和田市 辰美家
岸和田市 公文式田治米教室
岸和田市 桜くらぶ
岸和田市 Smooth
岸和田市 Little Honey
岸和田市 ちょっと不思議な創作料理おぼえてね
岸和田市 ARTCA芸術教室 岸和田教室
岸和田市 パワーアップスポーツ体育教室
岸和田市 大阪府立和泉高校食堂
岸和田市 ＲＡＮ
岸和田市 絆
岸和田市 居酒屋ダイニングのんのん
岸和田市 カラオケ ころちゃん
岸和田市 茶房茶蔵
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岸和田市 萬三酒場
岸和田市 ルーラル
岸和田市 ネイルサロン エカリーナ
岸和田市 焼肉やまぜん
岸和田市 Salon de Elais 
岸和田市 南大阪観光社
岸和田市 ｃｉａｏ
岸和田市 お好み焼き とも
岸和田市 Radiance
岸和田市 串焼き   我流
豊中市 サロン・ド・ディーバ
豊中市 勝庄
豊中市 らうんじ星乃
豊中市 ラウンジLūna
豊中市 スナック 智恵
豊中市 おでん居酒屋 よひごと
豊中市 鳳仙花
豊中市 千草
豊中市 居酒屋 三太
豊中市 スナックのあ
豊中市 居酒屋だんだん
豊中市 ラーメン哲史
豊中市 bar ILCONCERTO
豊中市 麻雀クラブ大成
豊中市 カラオケウイング
豊中市 株式会社たかはし
豊中市 中古楽器店マルカート
豊中市 受験数学専門塾 数林
豊中市 理科実験教室キッズラボ
豊中市 串紀行
豊中市 サビーナ音楽教室 蛍池駅前教室
豊中市 ラウンジmink
豊中市 酒肴家 いち凛
豊中市 フォトスタジオしまだ
豊中市 びーふらっと
豊中市 XEL-HA
豊中市 酒房 れいむ
豊中市 TAPE's STAND
豊中市 SPOONFULL
豊中市 居酒屋酒蔵
豊中市 エステティックサロン Marie
豊中市 サロン・ド・ディオン
豊中市 イタリア料理 菴
豊中市 Live bar  Roots66
豊中市 ムーチョ・コラソン
豊中市 いなり堂
豊中市 KAZU
豊中市 ゴールデンゲート
豊中市 公文式新千里南町教室
豊中市 居酒屋ごぢゃ亭
豊中市 Suns
豊中市 公文式AZALL前教室
豊中市 そじ坊緑地公園
豊中市 両国
豊中市 志水声楽教室
豊中市 カラオケ喫茶歌の駅
豊中市 コリアンキッチンスビン
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豊中市 居酒屋 花壱蓮
豊中市 パパアンジェロ
豊中市 手打ち蕎麦処一笑庵
豊中市 にしき亭
豊中市 まほろば亭
豊中市 メナードフェイシャルサロン アメジスト
豊中市 カフェヒラノ
豊中市 動物の散髪屋さんアドニス
豊中市 お好み焼 妙ちゃん
豊中市 天麩羅くろさわ
豊中市 FEEL個別指導学院
豊中市 公文式豊中三国教室
豊中市 ステモン豊中校
豊中市 立呑みまえざわ
豊中市 和み料理処てっちゃん
豊中市 ＲＡＲＡ
豊中市 寿司処 味喜
豊中市 肉バル２９ヤネン
豊中市 リ・ボーン
豊中市 サファイア
豊中市 BAR OFF
豊中市 ぱる
豊中市 CO.ZARA
豊中市 cafe   ChouChou
豊中市 Bess 
豊中市 alcoveGALA
豊中市 居酒屋割烹 つる輔
豊中市 クラブプレイジャン
豊中市 令和音楽院
豊中市 公文式さくらづか教室
豊中市 ZABO
豊中市 チャイニーズダイナー翔龍
豊中市 和味処 美濃田
豊中市 キテヤ庄内駅前店
豊中市 neiro cafe
豊中市 カフェ酒場H&T
豊中市 居酒屋 花よりだんご
豊中市 おちば屋HANARE
豊中市 やぐら食堂
豊中市 ワンダーストア
豊中市 MOTTO
豊中市 桜塚
豊中市 我巣灯
豊中市 カラオケ町
豊中市 占いサロンエレナ
豊中市 敦煌
豊中市 C and R
豊中市 Free ＆ Easy
豊中市 旬魚釜めし輝
豊中市 Tajmahal Everest
豊中市 スポーツハシオ
豊中市 リライフカルチャーセンター
豊中市 居酒屋恋
豊中市 かなかなファクトリー
豊中市 ユニバーサルボクシングジム
豊中市 榮華亭 庄内店
豊中市 味楽園
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豊中市 セ・ミニョン
豊中市 こだわり料理 なおちゃん
豊中市 メナードフェイシャルサロン庄内宝町
豊中市 RANI
豊中市 楝
豊中市 サビーナ音楽教室 刀根山教室
豊中市 Kitchen篁月
豊中市 呑み処 はぎ
豊中市 Dining IKINA
豊中市 フフベビーフォト
豊中市 紫
豊中市 韓国料理 鳳仙花
豊中市 masakiピアノ教室
豊中市 空飛ぶうどんやまぶき家
豊中市 中華上原
豊中市 Alabaster
豊中市 二本柳奈津子ピアノ教室
豊中市 学研CAIスクール豊中服部校
豊中市 そこここ
豊中市 こども英会話スマイル
池田市 スナック室街
池田市 お好み焼チェリィー
池田市 ピノキオ
池田市 クラブ杉
池田市 カラオケBar ひらり
池田市 ハミングバードカフェ
池田市 韓国伝統茶健康茶 多香
池田市 季節料理一
池田市 立呑処もんきち
池田市 旬菜美食武蔵
池田市 麻雀教室さつき
池田市 古民家トレーニングスタジオ HowsportS 
池田市 憩家 楽
池田市 LARME 阪急石橋店
池田市 ＡＢＣラッキーセンター
池田市 池田屋
池田市 チケットゲット
池田市 MoonLeaf
池田市 中野屋
池田市 カミナリ酒店
池田市 のらばる
池田市 intune
池田市 中華来々
池田市 サロンドオージャス
池田市 ガストロノミーア サバニー
池田市 焼きとり やおき
池田市 大阪松本珠算会
池田市 居心伝阪急池田駅前店
池田市 スコーピオンジム
池田市 Salon de reflet
池田市 昇学館
池田市 lounge  bar Yebisu
池田市 HAPPY TODAY
池田市 喫茶ラクタ
池田市 ゆめ
池田市 お好み焼きよっちゃん 
池田市 緑ヶ丘珠算塾
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池田市 カフェテリカ（大阪府立園芸高等学校内食堂）
池田市 藤井写真館
池田市 ラウンジ アーバン
池田市 当道友楽会本部
池田市 炭火焼肉みつる
池田市 酒肴商店アジト
池田市 麺処葵
池田市 笑酒楽
池田市 nobana
池田市 元山英語塾
池田市 炭火串焼 石橋一刀流
池田市 和牛焼肉丼のいち
池田市 Four Seasons English
池田市 Atelier Lilac
池田市 和ゴコロ
池田市 立ちのみ家 歩っ歩
池田市 やきとり大吉 池田旭丘店
吹田市 今日しかない江坂店
吹田市 エム・アール・サービス有限会社
吹田市 ひろちゃん
吹田市 スタジオ トゥモロー
吹田市 スナック凜香
吹田市 長崎軒
吹田市 居酒屋 再会
吹田市 炭焼 栄ちゃん
吹田市 日本料理みやけ
吹田市 炭焼楽串笑
吹田市 大学
吹田市 パーソナルトレーニングジムfis大阪
吹田市 吹田中央ビリヤード
吹田市 そば重
吹田市 受験指導 学術院
吹田市 アシスト学習塾北千里校
吹田市 和風レンタルキッチンスペース・ten
吹田市 家族亭 南千里店
吹田市 和田商店
吹田市 おうちカフェ Cooking studio縁en
吹田市 江坂駅前ゴルフスクール
吹田市 ケープコッド
吹田市 サンコーフォト
吹田市 まる
吹田市 サンミーゴネイル
吹田市 ロゴスショップ大阪店
吹田市 旬菜山﨑 佐井寺店
吹田市 ピアノ音楽教室Colorive
吹田市 Anriette Cafe
吹田市 Beer&Cafe Hafen
吹田市 snack Nao
吹田市 クーロン
吹田市 ダイニングまんてん
吹田市 哲家
吹田市 炭火串焼かじ山
吹田市 玄品 吹田
吹田市 ブルードルフィン
吹田市 Lagoon 
吹田市 nailswood 
吹田市 豚や
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吹田市 越前
吹田市 居酒屋 夢食
吹田市 プリマヴェーラ
吹田市 瑾鵾花
吹田市 えん
吹田市 しまや
吹田市 shotbarNO
吹田市 大衆酒場 順
吹田市 炭火焼鳥晩酌櫻
吹田市 炭.style
吹田市 やきとり大吉 千里丘店
吹田市 Mon chemin 
吹田市 お好み焼き野の香
吹田市 酒菜すみれ
吹田市 居酒屋魚神
吹田市 AROMABROCH
吹田市 たこ焼き喫茶polpon
吹田市 韓国家庭料理SOKKI
吹田市 ボンベル千里山
吹田市 お好み焼きSHOPつくも
吹田市 公文式ウエストサイド山田教室
吹田市 okann
吹田市 居酒屋 てつ
吹田市 Mioバレエスタジオ
吹田市 LONGA DESEO 2018
吹田市 バンザイ酒房
吹田市 居酒屋 石竹亭
吹田市 中国料理長城
吹田市 肝っ玉
吹田市 読み書き暗算塾
吹田市 英 煌桜 日本舞踊教室
吹田市 スナック純
吹田市 natural box
吹田市 大阪府立北千里高等学校内山下食堂
吹田市 エステサロンアミ
吹田市 広島お好み焼き・鉄板焼き かん吉
吹田市 Othello
吹田市 楽笑
吹田市 韓食 トントン
吹田市 VI Beaute 
吹田市 欧和食・鉄板焼 Nakagawa
吹田市 NOIR AILOS
吹田市 学習塾 アクセス
吹田市 トラットリア イル フィオレット
吹田市 美容整体サロンBERRY'S
吹田市 さおり
吹田市 アトリエ三角座り
吹田市 see☆sky BOXING SPORTS GYM
吹田市 麺処 宇佐崎
吹田市 公文式岸部北教室
吹田市 お食事呑み処 すずめ
吹田市 食堂  大学亭
吹田市 MieStyle
吹田市 Live&Bar GARO
吹田市 めぐり ～meguri～
吹田市 公文式山田長野教室
吹田市 INDIAN NEPALI RESTAURANT MAHAL
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吹田市 珉珉吹田さんくす店
吹田市 やきとりたかみ
吹田市 吉田ピアノ教室
吹田市 メディカルサロンクオリア
吹田市 メナードフェイシャルサロン豊津さわらび
吹田市 大阪青山体操クラブ
吹田市 パン教室ブラウニー
吹田市 ヒゲちゃん
吹田市 キラダンススクール
吹田市 下谷允人写真事務所
吹田市 串かつ明かり
吹田市 鳥水木
吹田市 ソワンドサロン蓮
吹田市 江坂 さくら 結婚相談
吹田市 小桜スタジオ
吹田市 とり誠
吹田市 レディススポーツセンター
吹田市 シルフィーソアー
吹田市 メナードフェイシャルサロン スイートアイビー
吹田市 蕎麦好
吹田市 バルベラ
吹田市 トポリーノ
吹田市 メナードフェイシャルサロン千里山東店
吹田市 Chie Ballet School
吹田市 BRASSERIE MOJA
吹田市 前島雅子バレエスクール
吹田市 カフェ エイト
吹田市 中医推拿セラピーmiwa
泉大津市 中国名菜 九龍
泉大津市 鮨 一二郎
泉大津市 睦月
泉大津市 やきとり大吉  泉大津アルザ通り店
泉大津市 だい家
泉大津市 ラウンジ piano
泉大津市 家族庵
泉大津市 韓国料理 韓国館
泉大津市 酒菜処まとや
泉大津市 中華料理 天安
泉大津市 居酒屋万平
泉大津市 元祖泉州たこ焼き & 居酒屋 みなとや
泉大津市 公文式 松之浜駅前教室
泉大津市 Ravir
泉大津市 Bar DOLUDORU
泉大津市 フジタカナスビ
泉大津市 大衆居酒屋SAKICHI
泉大津市 カラオケめろでぃ
泉大津市 焼肉 千福
泉大津市 LOOP
泉大津市 季節料理しょうちゃん
泉大津市 万事和
泉大津市 う我寿
泉大津市 松栄閣
泉大津市 慎心会館
泉大津市 千代菊
泉大津市 フェイシャルサロン ペタル
高槻市 カラオケ喫茶 すみ
高槻市 愛華
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高槻市 唐唐
高槻市 鳥とん
高槻市 串焼き炙
高槻市 Ｓプリモポスト
高槻市 ティーズスターダイナー
高槻市 ネイルズトゥゴ－
高槻市 KING'sBarGARDEN
高槻市 イノバゼスト京阪奈
高槻市 Atelier  Mieuxネイルスクール 
高槻市 カーブス今城塚古墳前店
高槻市 カラオケスタジオ ハッピー
高槻市 心身健康倶楽部高槻店
高槻市 REFLE高槻阪急店
高槻市 NAILICIOUS(ネイリシャス)
高槻市 原養魚場
高槻市 カフェド・マリンナ
高槻市 ルウカルメン
高槻市 すーさん
高槻市 日本酒バー武蔵
高槻市 studio in the lily
高槻市 La mitie
高槻市 BAR  DONAI
高槻市 salon de  es
高槻市 割烹佐々木
高槻市 お茶漬酒場 金の穂銀の水
高槻市 高槻市プライベートサロンセミミ
高槻市 きく善
高槻市 リトルツリー
高槻市 鉄板串焼 串すけ
高槻市 炭火焼菜蔵
高槻市 てっちゃん鍋ともきち
高槻市 Cafe&Bar CATALPA 
高槻市 寿し圭
高槻市 串焼きdining くぅ
高槻市 旬菜厨房 中中
高槻市 たつ福
高槻市 バーアミティエ
高槻市 ICHIいち 旬菜ごはん
高槻市 酒とアテの店SAIKAKU
高槻市 ジーラソーレ
高槻市 ラウンジ樹
高槻市 棋斉館将棋倶楽部
高槻市 檸檬樹
高槻市 珈琲専科峠
高槻市 CoCon
高槻市 福田バー
高槻市 スナックBelieve 
高槻市 カラオケ喫茶ZET
高槻市 酒房 四万十川
高槻市 公文式安岡寺教室
高槻市 T-true
高槻市 台流屋台 御気樂
高槻市 藤田バレエ教室
高槻市 きよ美
高槻市 ちょうすけ
高槻市 宮崎チキン南蛮ogata
高槻市 希笑
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高槻市 高槻フットサルパーク
高槻市 FREAKS
高槻市 ベトコン  新京
高槻市 タイ古式マッサージ サバイサバイ
高槻市 穹
高槻市 Yoga&Healing space光
高槻市 ねき
高槻市 喫茶ライム
高槻市 バルなる家
高槻市 Mikiネイル
高槻市 スナックじゅん
高槻市 ひび写真堂
高槻市 アモーレ
高槻市 モアコアサロン
高槻市 Habit
高槻市 kappo燈々庵
高槻市 ペットサロン（トリミングサロン）シュシュカーネ
高槻市 呑み処 隆盛
高槻市 メイドカフェ キャッツ
高槻市 あおいや
高槻市 ふじわら
高槻市 喫茶 雅苑
高槻市 La・SARA
高槻市 中華料理 天平
高槻市 たえ
高槻市 インテリアショップ ライフスタイル
高槻市 公文式奥天神教室
高槻市 南平台珠算教室
高槻市 居酒屋ひととき
高槻市 ラコルノミュージックサロン
高槻市 手打吉兆 阪急高槻店
高槻市 炭火串焼 はなきりん
高槻市 鉄板焼  こにし
高槻市 哲学カレー
高槻市 やってまんがな44
貝塚市 咲
貝塚市 長谷川飯店
貝塚市 料亭この木
貝塚市 なにわ勝兵衛 貝塚店
貝塚市 一品料理店嶺
貝塚市 Moto Liberty
貝塚市 有限会社深川
貝塚市 シロ
貝塚市 SANclimbinggym
貝塚市 犬猫の美容室ホワイトハウス
貝塚市 ますだ屋
貝塚市 居酒屋いっすい  
貝塚市 公文式 東貝塚教室
貝塚市 マスターズエルビル
貝塚市 焼肉一里
貝塚市 Shiny
貝塚市 いとう療術院
貝塚市 カラオケ喫茶 赤とんぼ
貝塚市 公文式パークタウン教室
貝塚市 お好み焼き夕月
貝塚市 公文式 貝塚駅前教室
貝塚市 leaps nail&eyelash
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貝塚市 台湾料理 鑫隆閣
貝塚市 みなみ
守口市 えん
守口市 炭火焼鳥 とりっぱち
守口市 和風居酒屋 在処
守口市 茶房かつ羅
守口市 寿し忠
守口市 喜よ志
守口市 エス・キューブもりぐち
守口市 アリラン
守口市 西郷寿し
守口市 ココプラス イオンモール大日店
守口市 有限会社国際観光
守口市 あんりーる
守口市 茶房カラオケ千歳
守口市 学研寺方教室
守口市 l'pur
守口市 沙来羅
守口市 伸
守口市 酒肴炎や
守口市 六源
守口市 早稲田育英ゼミナール
守口市 CLUB北野bounceback
守口市 ディープスリーカレー
守口市 カラオケ喫茶ひとやすみ
守口市 beluna
守口市 陶芸教室まるゆ工房
守口市 ガブ飲みバルMotti
守口市 かおる
守口市 アップル～mama&baby～
守口市 焼肉 文禄庵
守口市 Rラウンジ
守口市 スナック 彩
守口市 メリディアン
守口市 キララ
守口市 スナック想い出
守口市 さくら茶屋
守口市 ニーナパール
守口市 瀬戸鮨
守口市 居酒屋やよい
守口市 すし吉
守口市 居酒屋洛楽
守口市 ヒーリングルームたまごのから
守口市 写真箱
守口市 樫谷ピアノ教室
守口市 Tin Pan Alley（ティン・パン・アレイ）
守口市 音羽
守口市 おばんざい屋さっちゃん
守口市 オムカールインド料理
守口市 ビール堂
守口市 季節料理こまつ
枚方市 花那
枚方市 喫茶カラオケブーケ
枚方市 居酒屋旬
枚方市 Snack 微笑夢
枚方市 旬彩わさび
枚方市 居酒屋 キラク
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枚方市 カラオケBAR NAGOMI
枚方市 大寿司
枚方市 おはる東船橋店
枚方市 ヨコミネ式プラスキッズスクール
枚方市 cage
枚方市 和-Dining蔵
枚方市 ＢＡＮＢＡＮ 
枚方市 鉄板鍋づくし枚方本店
枚方市 肉料理 黒麒麟
枚方市 ご馳走中華厨房はっちん
枚方市 大阪府立牧野高等学校内食堂
枚方市 ラーメン ひふみ
枚方市 ＦＡＣＥ ＳＡＬＯＮ ＢＵＺＡ
枚方市 ミノル くずはモール店
枚方市 プレミアチケット
枚方市 パソコン教室ゆめ～るねっと
枚方市 与進舎（進学塾）
枚方市 きらら
枚方市 Bully
枚方市 Mar.y.Sol 
枚方市 エステインCREDO
枚方市 JUNKA
枚方市 URUKE
枚方市 香雫
枚方市 わっしょい酒場  十笑
枚方市 Aえ～す
枚方市 Restaurant鎌倉
枚方市 Sophia
枚方市 輝夜
枚方市 スナックM&K
枚方市 カラオケ喫茶あすか
枚方市 Amusement Bar ALLiON
枚方市 cheers
枚方市 細川教育研究事務所
枚方市 カラオケBAR凛
枚方市 胡麻切り蕎麦と創作串揚げ おおの
枚方市 カラオケ倶楽部 月うさぎ
枚方市 スナック 響
枚方市 串焼きちゅど～ん
枚方市 Pure
枚方市 STUDIO GRANT
枚方市 美ら海
枚方市 公文式 山田池公園教室
枚方市 リフレクラブ
枚方市 おやじの味 もっちゃん
枚方市 felice 
枚方市 山野草
枚方市 BARdeMoo
枚方市 A-Room
枚方市 インドネパール料理 ニサン
枚方市 うどん屋ろっか
枚方市 珈織
枚方市 焼肉処 和み
枚方市 snack Shiho
枚方市 素人料理 おたふく
枚方市 炭火串焼き 十兵衛
枚方市 リラクゼーションサロンHokulea
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枚方市 千と月
枚方市 ホワイトヒルズ
枚方市 京進スクール・ワン枚方山之上教室
枚方市 Charo
枚方市 BodyArt Valor 加籠六侑樹 おうちサロン
枚方市 御殿山 串幸
枚方市 about a coffee
枚方市 Cavatappi30
枚方市 公文式招提中町教室
枚方市 頭。BLANC Relaxing
枚方市 Relaxation&Esthe ANNA
枚方市 喫茶軽食 風蘭（カラオケ）
枚方市 Sunshine Nail
枚方市 銀座
枚方市 ネイルサロン franc belle
枚方市 きっちん
枚方市 居酒屋桃太郎
枚方市 バレエスタジオスワンレイク
枚方市 エル・モスターチョ
枚方市 ブライダルサロンブレッシング
枚方市 カラオケカフェ アン
枚方市 やきとり七福神長尾店
枚方市 カラオケスナックあーる
枚方市 Atelier katong
枚方市 カラオケ喫茶エコー
枚方市 公文式星丘東教室
枚方市 Gorille
枚方市 Cafe&DiningY 
枚方市 APPLE Kids English
枚方市 ECCジュニア藤阪北町教室
枚方市 中華料理北京
枚方市 カラオケ カフェ こころ
枚方市 利楽
枚方市 公文式招提団地教室
枚方市 パルップ プログラミング教室
枚方市 旬菜スタンドてんてん
枚方市 いちごいちえ
枚方市 菜々 ナイトイン ゆり
枚方市 公文式茄子作北町教室
枚方市 ゑびすDINING
枚方市 Rose スイート たいむ
枚方市 レストラン・リブ・ゴーシュ
枚方市 立喰酒場 粋
枚方市 菊竹
枚方市 ラウンジ さくら
枚方市 空手道勇清会牧山道場
枚方市 ネイルサロンパッション
枚方市 七輪焼肉 炭香
枚方市 公文書写 まきの教室
枚方市 JuJu
茨木市 メザンスポーツ
茨木市 花筏
茨木市 お好み焼き わかば
茨木市 居酒屋  かしま
茨木市 歌好
茨木市 熊本ラーメンひごっこ
茨木市 カラオケ どれみ
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茨木市 ラブオール
茨木市 寿し熊
茨木市 ダブルフェイス茨木店
茨木市 じゅじゅ庵茨木店
茨木市 株式会社サーカル 体操教室
茨木市 沖田珠算学園
茨木市 酔笑
茨木市 ゴルフショップウエストアンドイースト
茨木市 Ｃafe&Bar Muguete
茨木市 カフェ ぶいえいと
茨木市 鶏炭焼きらーめん専門店田村家
茨木市 F-H-E(株式会社SNOOZER)
茨木市 イグザム幼児教室
茨木市 らーめん鱗茨木店
茨木市 焼肉薩摩
茨木市 吉鳥茨木店
茨木市 有限会社花水木
茨木市 FEELGOOD FACTOR
茨木市 スナック jin
茨木市 おかえ里
茨木市 'OHANA
茨木市 英会話カフェ＆スクール「プチプラネット」
茨木市 鮎川教育館 加地珠算塾
茨木市 K-NET JR茨木東口店
茨木市 岐部ダンススクール
茨木市 喫茶 M A R
茨木市 公文式 安威教室
茨木市 さかえ
茨木市 お好み焼き かぐや姫
茨木市 cafe and bar you on kan
茨木市 Barkiki
茨木市 カイツ食堂
茨木市 鳥めん本店
茨木市 中島美術教室
茨木市 June
茨木市 U-land nail
茨木市 BAR CASAIM
茨木市 かつ工房しの家
茨木市 One.7
茨木市 ma-eum PILATES studio
茨木市 とら家
茨木市 FAITH
茨木市 バーＣ３
茨木市 公文式総持寺教室
茨木市 道草
茨木市 エスパーニャ・バル・ハポロコ
茨木市 アロマサロンChoKotto
茨木市 ひろきや
茨木市 八金
茨木市 公文式ノヴェラ中条教室
茨木市 ＳｔｕｄｉｏＬｕｎｏｕａ 
茨木市 公文式春日教室
茨木市 Lounge鍵
茨木市 シャトー
茨木市 牛兆 茨木店
茨木市 佳肴ながつき
茨木市 大西珠算教室
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茨木市 合気道清心道場
茨木市 福ちゃんラーメン
茨木市 居酒屋繁ちゃん
茨木市 萌え黄
茨木市 公文式さわらぎ教室
茨木市 居酒屋はらぐち
茨木市 卓球用品と教室 ONEPIECE
茨木市 MAHALO
茨木市 スナックレイン
茨木市 なごみや道
茨木市 アトリエバレエ・ルラリ
茨木市 いろどり中華たけ
茨木市 メナードフェイシャルサロン上穂積２丁目
茨木市 やきとり大吉 真砂店
茨木市 うまうま
茨木市 公文式彩都あさぎ四丁目教室
茨木市 エトワール
茨木市 シマカレー
茨木市 Two Piece
茨木市 公文式ＪＲ茨木駅前教室
茨木市 おっげ
茨木市 レモングラスハウス
茨木市 真砂美塾
茨木市 馬肉専門店桜
茨木市 ECC水尾教室
茨木市 酒處 浅野
茨木市 串揚げ華
茨木市 公文式三島丘教室
茨木市 居酒屋 みやび
茨木市 GETTU
茨木市 きたはま
茨木市 古川書道教室
茨木市 ＪＭダンススタジオ
茨木市 アレックス ボクシング スポーツジム
八尾市 フレンズ
八尾市 パブ Jr.
八尾市 きまま
八尾市 酒場一輪
八尾市 カラオケ ちゃいむ館
八尾市 カラオケ スナック 笑
八尾市 屋台
八尾市 カラオケ喫茶 愛唱華
八尾市 スナック ゆりあ
八尾市 丸窓
八尾市 愛
八尾市 焼肉肉ちゃん
八尾市 輝 きらめき
八尾市 日本料理 かっぱ
八尾市 焼肉 タクヤ
八尾市 居酒屋 ファン
八尾市 天ぷら心。
八尾市 J.one
八尾市 ブレンダ
八尾市 株式会社オクムラ
八尾市 麺匠 はなみち 八尾店
八尾市 安兵衛
八尾市 魚輝すし 八尾店
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八尾市 ボンシイク
八尾市 八尾柏原ドライビングスクール
八尾市 ヤオイングリッシュスクール
八尾市 Petit Chouchou
八尾市 beauty salon kei
八尾市 焼肉トラットリア西山
八尾市 lounge  ViVi
八尾市 大黒屋
八尾市 カラオケBarBar
八尾市 Cafe Igarashi
八尾市 ステージM
八尾市 すし処恵比寿
八尾市 旬魚菜  正や
八尾市 おばんざい 結
八尾市 料理や たつな
八尾市 やきとり鳥八
八尾市 遊食空間 晴ればれ
八尾市 エンジェルキッズインターナショナル
八尾市 白馬童子
八尾市 ビストロ酒場 Wahaha
八尾市 スナック河
八尾市 麻雀 秀峰
八尾市 べるふらわぁ
八尾市 funny
八尾市 ひろせ
八尾市 カラオケハート
八尾市 たこいち
八尾市 Li'a  Nail
八尾市 ニューラウンジ流華RUKA
八尾市 AIR WING
八尾市 大松すし
八尾市 ナッシュビル
八尾市 garden
八尾市 麦秋
八尾市 わんちゃんの美容室DOGRUN
八尾市 英会話教室 Teddy Bears
八尾市 カラオケすずらん
八尾市 Stella Gate
八尾市 旬彩イタリアンダイニングDOADOA
八尾市 胡胡
八尾市 和食 優
八尾市 ネクストラウンド
八尾市 カラオケスナック YOU
八尾市 スワロウテイル
八尾市 佐々木商事
八尾市 公文式八尾駅前教室
八尾市 ガシン
八尾市 SETSUBUN
八尾市 カラオケ エイコー
八尾市 Dr.関塾 久宝寺校
八尾市 公文式あひる文化教室
八尾市 ボディ・バランスＲＡＫＵＲＡＫＵ
八尾市 鳥公
八尾市 カラオケ喫茶オンディーヌ
八尾市 ヒマラヤン キッチン カビタ
八尾市 Y`s  OPEN.
八尾市 家族亭 
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八尾市 讃岐屋雅次郎
八尾市 居酒屋 安
八尾市 喜春園
八尾市 お好み焼き まこ
八尾市 おかんの店 千笑
八尾市 炭焼キッチン いちごや
八尾市 公文式 長池教室
八尾市 リラクゼーションサロンｆｅｅｌ
八尾市 ラウンジAYA
八尾市 Crenshaw
八尾市 AZU
八尾市 フェリーチェ
八尾市 ECCジュニア龍華小学校前教室
八尾市 Cule
八尾市 焼肉一心食園
八尾市 こんだ直人教育研究所
八尾市 やんちゃ坊’ｓ
八尾市 串カツちんちくりん
八尾市 公文式八尾南高安教室
八尾市 中尾酒店
八尾市 ダイニングすえひろ
八尾市 ハタナカ文化センター
八尾市 寿司鶴山
泉佐野市 中国四川家庭料理 蘭梅
泉佐野市 焼肉ひねちゃん
泉佐野市 松寿司
泉佐野市 子猫さぶれ
泉佐野市 育心塾
泉佐野市 割烹松屋
泉佐野市 CREVIA
泉佐野市 すし半 佳羅守
泉佐野市 居酒屋 もも太郎
泉佐野市 昭和ホルモン本舗 泉佐野店
泉佐野市 ダンスホール スキップ
泉佐野市 まーじゃんバッカス
泉佐野市 jump学習館
泉佐野市 若草塾
泉佐野市 キッチンバー ディークス
泉佐野市 居酒屋「野田屋」
泉佐野市 スナックBROS
泉佐野市 DININGYORI
泉佐野市 秀平
泉佐野市 ＣＰサロン ソラリオン
泉佐野市 居酒屋ComeBack
泉佐野市 居酒屋 呑花月
泉佐野市 エステサロンビーズ
泉佐野市 お食事処植田
泉佐野市 原塾
泉佐野市 バー ロッソ
泉佐野市 ぱそこん屋
泉佐野市 ななつ
泉佐野市 焼肉ひろき
泉佐野市 Qｕｅｅｎ
泉佐野市 懸命
泉佐野市 たこやきお好み焼き 百番
泉佐野市 カラオケ うたってね
泉佐野市 公文式岡本教室
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泉佐野市 チャイナキッチン まんち
泉佐野市 ちどり
泉佐野市 Mahalo
泉佐野市 恋音
泉佐野市 羽倉三平
泉佐野市 Bar E Caffe Roots
泉佐野市 Relax&Beauty Lea Lani
泉佐野市 さくら堂
泉佐野市 和歌山ラーメン
泉佐野市 魚寿
泉佐野市 盈心藤波流葵会
泉佐野市 串宝本店
泉佐野市 Destiny
泉佐野市 居酒屋 九十九
泉佐野市 Chets's Inn
富田林市 宜候
富田林市 天下第一 富田林店
富田林市 彩
富田林市 Dardos
富田林市 カラオケホール美家
富田林市 Re:Beau
富田林市 竹家
富田林市 NAMASTE KITCHEN 
富田林市 はんどぱわー極
富田林市 公文式きし駅前教室
富田林市 学研 中野町3丁目教室
富田林市 ダイニングバー タマラン
富田林市 すし広
富田林市 西そろばん教室
富田林市 cafe dining apricot
富田林市 公文式 滝谷教室
富田林市 やきとり大吉 富田林西口店
富田林市 リラクゼーションサロンFull Full
富田林市 悦来閣
富田林市 YOSHINO
富田林市 お好み焼 大門
富田林市 G.E.T.関西教育ゼミナール 向陽台教室
富田林市 仲野英語教室
富田林市 カラオケ ルル
富田林市 公文式久野喜高辺教室
富田林市 きしたこ２００８
寝屋川市 カラオケ喫茶「舞」
寝屋川市 大阪府立北かわち皐が丘高等学校内食堂（さつき）
寝屋川市 喫茶スナック 花
寝屋川市 古壺
寝屋川市 やすだ亭
寝屋川市 Bar jewel
寝屋川市 黒毛和牛こうりえん
寝屋川市 きゅうろく鉄板焼屋香里園
寝屋川市 ネイルサロン nail house
寝屋川市 桜撫庵
寝屋川市 ファンスクール
寝屋川市 ナラサキダンスアカデミー香里園校
寝屋川市 山口そろばん
寝屋川市 居酒BAR HONU
寝屋川市 ふぁにや
寝屋川市 ホットクロスファンタジー
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寝屋川市 Darts&Sports Bar Chou-Chou
寝屋川市 お好み焼きてん
寝屋川市 公文式東香里園町教室
寝屋川市 炭焼酒菜 ダイニング そてつ
寝屋川市 スナックNEWコスモス
寝屋川市 鳥良
寝屋川市 公文式 啓明小学校前教室
寝屋川市 本家本元 木下家
寝屋川市 うなすけ
寝屋川市 フェザンレーヴ
寝屋川市 Kingdom
寝屋川市 麻雀豆の木
寝屋川市 旨居酒家 武
寝屋川市 近江
寝屋川市 日韓料理さくら
寝屋川市 BAN蝶
寝屋川市 楽園
寝屋川市 寿し龍
寝屋川市 三やたや
寝屋川市 グリルヤマモト
寝屋川市 公文式 寝屋川楠根教室
寝屋川市 亀すし
寝屋川市 助角
寝屋川市 アペア
寝屋川市 公文式寝屋川中央教室
寝屋川市 サロン ド ビエル
寝屋川市 BUTCH
寝屋川市 AKIRTI
寝屋川市 本格インド・ネパール料理 シワリラ
寝屋川市 焼肉ホルモン富士
寝屋川市 ぼんてん丸
寝屋川市 勝温泉 (公衆浴場)
寝屋川市 カラオケ居酒屋良虎
寝屋川市 居酒屋 味庵
寝屋川市 炭火焼鳥 神田川
寝屋川市 R concept kitchen
寝屋川市 BAR マルーブラ
寝屋川市 ヴェルデ
寝屋川市 自習室ラーニング
寝屋川市 入福
寝屋川市 ART GALLERY じゆ
寝屋川市 公文式香里西之町教室
寝屋川市 旬・田なべ
寝屋川市 カラオケ ふじちゃん
寝屋川市 愛犬の美容室わんカット
寝屋川市 華洋本格四川料理店
寝屋川市 アジアンカフェXanh
寝屋川市 久保珠算教場
寝屋川市 さかぽん先生の寺子屋
寝屋川市 田中流
寝屋川市 3-2 かわの学級
寝屋川市 nail salon Ｒibbon
寝屋川市 GSB Breakin Studio
寝屋川市 大判屋
寝屋川市 居酒屋 くろ
寝屋川市 Bell la coco
寝屋川市 ティーズ進学館・英語教室
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寝屋川市 ベトナム料理 ALo
寝屋川市 お好み焼きちえちゃん
寝屋川市 エトー写真館
寝屋川市 清原音楽教室
寝屋川市 M nail
寝屋川市 武辰
寝屋川市 波部珠算塾
寝屋川市 ヤマハ対馬江教室
河内長野市 八重別館
河内長野市 Fleur
河内長野市 さをり蔵
河内長野市 日本料理喜一
河内長野市 てんとう虫パーク 河内長野店
河内長野市 リラクゼーション HiRo
河内長野市 フェニックストランポリンスクール
河内長野市 Piano school studio jua
河内長野市 花まる亭
河内長野市 経絡リンパサロンプーフ
河内長野市 佐保文化教室
河内長野市 たこ焼き いまや
河内長野市 鴨錦千代田店
河内長野市 すし源
河内長野市 和洋スモークダイニング優
河内長野市 角丸珠算教場
河内長野市 焼肉将軍
河内長野市 公文式 寺ヶ池教室
河内長野市 スキップクラブ
河内長野市 カフェ花花
河内長野市 焼鳥よしなが
河内長野市 味の天下一
河内長野市 nail salon Divers
河内長野市 Anjelhearts
河内長野市 こうのとり倶楽部
松原市 ラーメン 三宅吉祥
松原市 葡萄の木
松原市 千草
松原市 居酒屋 でんぐり
松原市 居酒屋 北海
松原市 野垣珠算書道教室 江藤教場
松原市 幸屋
松原市 いなか食堂
松原市 銀寿司
松原市 三田
松原市 つばさ
松原市 鶏晴
松原市 ＬＩＶＥ＆ＢＡＲ K's2
松原市 レストランきみや
松原市 公文式松原上田教室
松原市 岩田音楽教室
松原市 赤ちょうちん靜
松原市 ホリスティックアロマセラピーサロンflancy
松原市 天美中温泉
松原市 スナック ゆみ
松原市 鳥峰
松原市 まぁじゃんSTAR7
松原市 まんまーる
松原市 あすなろ教室
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松原市 山崎屋
松原市 家庭料理 たんぽぽ
松原市 立呑み 姫
松原市 ラウンジだるまや
松原市 土師酒店
松原市 永井書道教室
松原市 Dining 花凛縁
松原市 eve
松原市 プライベートネイル beauty moon
松原市 居酒屋なつき
松原市 ちゃちゃ丸
松原市 立ち呑み処 ほりうち
松原市 上田ピアノ教室
松原市 千紗
松原市 公文式天美西教室
松原市 ひろスマイル
松原市 彩
松原市 nail ASTRAIA
松原市 スタジオ「Brave × Beat」
大東市 dix Mois
大東市 ひとり鍋居酒屋 夢や
大東市 大東進学教室
大東市 居酒屋 りき
大東市 みち草
大東市 八ぽんの居酒屋
大東市 ワイワイランド
大東市 咲屋
大東市 麻亜呂
大東市 小川写真館
大東市 らうんじ銀の鈴
大東市 鮓石松
大東市 きよ
大東市 宝楽
大東市 HAPPY
大東市 アロマ整体 パルペルーレ
大東市 ぴいす絵手紙教室
大東市 焼肉ぶんちゃん
大東市 ECCジュニア 谷川教室
大東市 しおかわ由美ビューティー・ラボ
大東市 ル・ソレイユ
大東市 ふくみ
大東市 居酒屋 藤
大東市 BlowKuthumi
大東市 YOGA STUDIO ARYA
大東市 堂前企画
大東市 ディープラス
大東市 焼肉にし山
大東市 かきひら塾
大東市 プライベートサロンm's
大東市 スナックダル
大東市 プチ居酒屋そんなもん
大東市 柳生書道教室
大東市 和太鼓民舞教室 結唯
和泉市 スナック あすなろ
和泉市 スナック 一休
和泉市 今川
和泉市 eyelash salon Raj
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和泉市 ろまん
和泉市 スナック Noa
和泉市 レモン
和泉市 生魚
和泉市 居酒屋姉妹
和泉市 Ｌ’ａｍｉ
和泉市 のみ処なごみ
和泉市 創作料理 司
和泉市 寿司 鶴屋
和泉市 重兵衛
和泉市 居酒屋ウタえもん
和泉市 ちょいす
和泉市 有楽温泉
和泉市 花月
和泉市 焼肉はやし
和泉市 ニューパティオ光明池
和泉市 株式会社ナイスツーリスト
和泉市 お好みガーデンローゼ
和泉市 大阪王将 ららぽーと和泉店
和泉市 割烹仕出し 藤よし
和泉市 和泉整体院
和泉市 Lua eyebeauty
和泉市 光明池スポーツガーデン
和泉市 パークス北信太駅前店
和泉市 パークス鶴山台店
和泉市 ひばりスイミングスクール
和泉市 合同会社苗代貿易
和泉市 パール・テニススクウェア和泉
和泉市 株式会社AKIRA
和泉市 どとんこつ☆幸運軒 ビバモール和泉中央店
和泉市 エニタイムフィットネス 和泉和気店
和泉市 喜久家本店
和泉市 酒肆BarKANEDA
和泉市 日本料理 和香
和泉市 DEAR PILATES 
和泉市 S☆NAIL
和泉市 料理屋 包丁一本
和泉市 フォトクラブ げんぞう
和泉市 浅野音楽教室
和泉市 Oeuf Cafe（ウッフカフェ）
和泉市 スナックキサラ
和泉市 しえろ
和泉市 夕食Dining げんべ
和泉市 麻雀タッチ
和泉市 Bar UKA
和泉市 mint 歌 cafe
和泉市 七施
和泉市 dining cafe bar anemone
和泉市 PIZZERIA Oggi
和泉市 笠沙
和泉市 味来軒
和泉市 カラオケ喫茶 響き
和泉市 CAFE MANO
和泉市 酒房こまつ
和泉市 壺天
和泉市 陽だまり
和泉市 Bar ウオッカ
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和泉市 おと葉
和泉市 カラオケダイニング（リリィ）ＬＩＬＹ
和泉市 MONO STYLE
和泉市 公文式府中駅前教室
和泉市 炭焼彩菜KAMADO
和泉市 カラオケ＆バー アリュール
和泉市 Beauty Salon LUANA
和泉市 ナンバーワン
和泉市 かず
和泉市 藁ｓｕｍｉ
和泉市 三好食堂
和泉市 ハーフ
和泉市 和泉ボクシングジム
和泉市 パールジャム
和泉市 公文式はつが野５丁目教室
和泉市 とんかつ万福
和泉市 メナードフェイシャルサロン和泉王子東
和泉市 居酒屋 末よし
和泉市 古美術修
和泉市 洋裁教室＆ミシンカフェ KAZUN
箕面市 丸美
箕面市 Juno
箕面市 たこ焼き居酒屋 絆
箕面市 カラオケカフェ しぶおんぷ
箕面市 キッチンスタジアム SECONDM
箕面市 らーめん亀王 箕面船場店
箕面市 みのお茶寮
箕面市 antique-arles（アンティークアルル）
箕面市 中華 くるま
箕面市 みのお山荘 風の杜
箕面市 橋爪道場
箕面市 Cafe&Bar'YORI'
箕面市 K'sキッチン
箕面市 フェイシャルサロンウェリアイナ  
箕面市 てんとうむし
箕面市 パスタ&バー ロケット
箕面市 魚菜あぶり海鮮料理ほっこり
箕面市 ニーモック音楽教室
箕面市 サロン凛
箕面市 むつみ音楽学院  半町教室
箕面市 長谷スポーツ
箕面市 公文式粟生外院教室
箕面市 磊花
箕面市 スナックゆき
箕面市 壺千
箕面市 サロンドプレジャー
箕面市 masu
箕面市 津賀屋桜井チャンスセンター
箕面市 Natural Dining 鶏◯
箕面市 yakinikuキッチンあさちゃん
箕面市 DOG SALON エル
箕面市 焼肉処銀花
箕面市 公文式 新稲北教室
箕面市 炭火焼肉 頂
箕面市 公文式 粟生教室
箕面市 翔龍坊
箕面市 Free Style Bar GOZ
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箕面市 フォトオフィスコニシ
箕面市 MOP STADIO
箕面市 わらび
柏原市 入船
柏原市 焼肉アベーラ
柏原市 やきとり大吉 河内国分駅前店
柏原市 アイレックス
柏原市 うどん山川
柏原市 ヤマダギター教室
柏原市 スタンド しえん
柏原市 焼き鳥のあじもり
柏原市 牛山
柏原市 ワインガーデン
柏原市 カラオケつぼみ
柏原市 カラオケ喫茶 じょんのび
柏原市 関西珠算学院
柏原市 やきやき亭
柏原市 コーヒーショップ カムス
柏原市 DIY木工教室
柏原市 ECCジュニアBS法善寺2丁目教室
柏原市 ぽん太
柏原市 ひろ舞
羽曳野市 居酒屋ふくや
羽曳野市 すなっく 園
羽曳野市 とりふく
羽曳野市 喫茶 妙
羽曳野市 ふる里
羽曳野市 すわん亭
羽曳野市 アスク
羽曳野市 NIRVANA（ニルヴァーナ）
羽曳野市 我流焼肉宗左エ門
羽曳野市 こぞう
羽曳野市 ＢＬＯＴＴＯ
羽曳野市 雅塾
羽曳野市 炭火焼鳥8えいと
羽曳野市 アップルカイロ
羽曳野市 S・S進学塾
羽曳野市 立ち呑み武島
羽曳野市 西浦フットサルスペース
羽曳野市 ステージF
羽曳野市 MAISON INCO
羽曳野市 羽曳野8TTC(卓球)
羽曳野市 秀明塾
羽曳野市 香港亭
羽曳野市 焼肉 やわらぎ
羽曳野市 公文式白鳥教室
羽曳野市 くまくら塾
羽曳野市 Lymph salon LuLub
羽曳野市 焼肉・串カツ 福ちゃん
羽曳野市 絆
羽曳野市 おかん
羽曳野市 eminowa
羽曳野市 枡中柚紀甫茶華道教室
羽曳野市 酒処くまい
羽曳野市 笑蓮
門真市 英語塾 大崎
門真市 Day by Day
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門真市 やわらぎ
門真市 牛薫る麺処 嵐風
門真市 居酒屋 たぬき
門真市 漁師村
門真市 こいけ
門真市 すし清
門真市 麺王
門真市 立ち呑み処 呑喜
門真市 末廣鮨総本店
門真市 たびプラザ古川橋
門真市 紫山
門真市 天下第一 古川橋店
門真市 日本料理 仙亭
門真市 ミノル コア古川橋店
門真市 ファイナルコーズ
門真市 ボディケアサロン・ロータス
門真市 ポーラミルルショップ
門真市 わらい
門真市 ほんわか
門真市 Spica
門真市 BlackRose
門真市 ジョイ
門真市 Vroad
門真市 喫茶 鉄板焼き 恵莉のわがまま
門真市 LA VIE  EN
門真市 スナックゆき
門真市 ラウンジ you
門真市 カラオケ喫茶 ポピー
門真市 旬香酒稲 Banzaiya ばんざいや
門真市 FDAフラワーデコレーター協会認定校 lily of the valley
門真市 ココペリ
門真市 お好み焼 ウッディ
門真市 居酒屋 蔵
門真市 ブラジリアンワックスサロン&スクールキャッスル
門真市 扇屋
門真市 居酒屋裕美
門真市 秋田男鹿食堂 立飲み処 4号店
門真市 うまいもんや
門真市 RION
門真市 NEO
門真市 からおけ 新
門真市 Bar elephant stone
門真市 弥次喜多会五十三次
門真市 居酒屋えみちゃん
門真市 あしたも元気
門真市 吉岡フラ教室
門真市 カラオケスナックメグ
門真市 カラオケ喫茶＆バー ami
門真市 じゅんじゅん
門真市 たこ焼き 蛸仙人
門真市 居酒屋 いけ蔵
門真市 Darts Bar âge(アージュ)
門真市 鶴弥
摂津市 カラオケ喫茶うたくらべ
摂津市 おにやんま
摂津市 スナック エミ
摂津市 スナック恵凡
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摂津市 とんき
摂津市 茶話
摂津市 カラオケ古都
摂津市 喫茶ラウンジキャティ
摂津市 中国飯店 龍伯
摂津市 九州らーめん げんちゃん
摂津市 アズ千里センター
摂津市 鳥飼百貨
摂津市 白雲荘
摂津市 公文式 南摂津駅前教室
摂津市 一成
摂津市 お好み焼きダイニング白馬
摂津市 焼肉蔵
摂津市 炭火焼きよし
摂津市 鮨夕月東店
摂津市 八重桜
摂津市 喫茶スナック里佳
摂津市 ルピカソーイング教室
摂津市 食堂ちえ
摂津市 プライベートビューティサロン フェリーチェ
摂津市 ｓｎａｔｃｈ
摂津市 味彩
摂津市 ちぐさ
高石市 家庭料理ながた
高石市 大津屋
高石市 安源
高石市 中国料理北京
高石市 スナックニュー由美
高石市 旨肴楽酔るっこら
高石市 きちんとチキン
高石市 公文式羽衣駅前教室
高石市 エステリンパマッサージすきっと
高石市 寿し仁
高石市 Tone up☆Studio
高石市 萩鮨
高石市 STUDIO WALK
高石市 アバカス教室
藤井寺市 歌声空間 純
藤井寺市 比呂
藤井寺市 白い絵本
藤井寺市 長 沖商店 笑華
藤井寺市 中国料理 三国
藤井寺市 エフズダイニング
藤井寺市 餃子屋本舗
藤井寺市 じゅう兵衛
藤井寺市 カルビの王様 藤井寺店
藤井寺市 焼肉一世
藤井寺市 スナックイルカ
藤井寺市 MISFIT
藤井寺市 FELICE
藤井寺市 あぐら多酒多菜
藤井寺市 紀ノ国屋
藤井寺市 炭火焼鳥トリトモ
藤井寺市 kitchen bar MOGU
藤井寺市 Music Bar & Dining 作田家
藤井寺市 pippin
藤井寺市 すなっく楓
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藤井寺市 スナックリアン
藤井寺市 居酒屋いずみ
藤井寺市 居酒屋 焼っぷち
藤井寺市 ウイング
藤井寺市 珊瑚礁
藤井寺市 一品料理 馬酔木
藤井寺市 南風ー彩
藤井寺市 葉菜花
藤井寺市 御食事処平六
藤井寺市 ニューとり藤
藤井寺市 酒会処 味庵
藤井寺市 若葉
藤井寺市 そばうどん山ふじ
藤井寺市 どさん子大将 古室店
藤井寺市 うどん・そば処 重市
藤井寺市 おばんざい喫酒 髑髏
藤井寺市 ヒーリンフィーリン大阪藤井寺店
藤井寺市 うどん、そば  集
東大阪市 カラオケ純
東大阪市 スナックGun
東大阪市 ａｎｇｅ
東大阪市 栄鮨
東大阪市 はな
東大阪市 居酒屋 霧島
東大阪市 ダイヤモンドリース
東大阪市 あすなろ
東大阪市 プシケ
東大阪市 カラオケ 有里
東大阪市 楽天
東大阪市 食楽酒家あんとん
東大阪市 ころく寿司
東大阪市 ＢＡＲ あい
東大阪市 しき
東大阪市 ザ居酒屋 鮎河
東大阪市 集い
東大阪市 ＆care⁺mimusubi
東大阪市 kara cafe
東大阪市 お好み 鉄板焼 櫻
東大阪市 大新寿司
東大阪市 浅井そろばん教室
東大阪市 Bene regalo
東大阪市 食彩酒房居酒屋ヌーボ
東大阪市 コットンクラブ
東大阪市 だるま
東大阪市 セレクトジーナ
東大阪市 炉端 安来や
東大阪市 ROCKER'S DINER
東大阪市 パソコン寺子屋JR長瀬塾
東大阪市 ＪＵＩＣＹ ＧＯＳＳＩＰ
東大阪市 キタイスポーツクラブ
東大阪市 吉鳥
東大阪市 エムエイトダンスホール
東大阪市 元禄寿司本店
東大阪市 バートリニティー
東大阪市 シャロン阪奈店
東大阪市 ハッピータイムダンススクール
東大阪市 バル フィット
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東大阪市 麵屋清正
東大阪市 すし富
東大阪市 アミューズメントカフェアンドバーＧＰ
東大阪市 あもん館
東大阪市 Ｆｕｅｅｋ
東大阪市 スポーツスクエアスターサップ
東大阪市 ラウンジ美都
東大阪市 公文式 荒本駅前教室
東大阪市 カフェサンドキッチン
東大阪市 bouya
東大阪市 友PAL
東大阪市 カラオケリビング 寛
東大阪市 和バル Ubu
東大阪市 頂屋
東大阪市 MODS.nail
東大阪市 カラオケまる
東大阪市 てっぱん処・ん
東大阪市 cpサロン furafuwa
東大阪市 地鶏炭火焼かしわや
東大阪市 BAR needs
東大阪市 炭火焼き鳥野武士
東大阪市 布施風月
東大阪市 時代屋
東大阪市 初鯛麺
東大阪市 メンバーズ ビリーブ
東大阪市 ＢＡＲ福助
東大阪市 DINING BAR Loop
東大阪市 居酒屋 ゆるめ
東大阪市 ぢょいふる
東大阪市 夢乃
東大阪市 Lilian
東大阪市 ネイルズピュアティ
東大阪市 Nouveau
東大阪市 鈴屋 長田店
東大阪市 鶏焼将軍
東大阪市 スナック酔姐美
東大阪市 居酒屋育
東大阪市 メナードフェイシャルサロン小阪西代行店
東大阪市 カフェ グラム
東大阪市 公文式小阪北教室
東大阪市 福すし
東大阪市 GYM DE LUXE
東大阪市 チャイニーズダイニング リーシャン
東大阪市 Eyelash Salon LILLY
東大阪市 アクア
東大阪市 ルンビニ
東大阪市 スナックばんぶぅ
東大阪市 はらみどころ笑顔のまんま
東大阪市 焼鳥 仁
東大阪市 044プーチー
東大阪市 YOGA LIFE
東大阪市 関西珠算瓢箪山教場
東大阪市 スナック伸
東大阪市 Salon du Cheri Leon
東大阪市 居酒屋 金八
東大阪市 和創キッチンはるや
東大阪市 Live Bar エレキの店
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東大阪市 和楽屋
東大阪市 スマイル
東大阪市 ル・マリアージュ
東大阪市 立ち呑み処うえやま
東大阪市 やきとり大
東大阪市 公文式北宮教室
東大阪市 ひょうたん
東大阪市 中田珠算教場
東大阪市 鯛吉
東大阪市 井上邦楽教室
東大阪市 酒処とりい
東大阪市 ラ・ピエスフルーリ
東大阪市 珈琲館鴻池新田店
東大阪市 ごはん屋いけさん
東大阪市 ハワイ家ラウレイ
東大阪市 串ぼうず
東大阪市 ASIAN CAFE
東大阪市 つけ麺いろは
東大阪市 Belle
東大阪市 リラクゼーション ピース
東大阪市 公文式横小路教室
東大阪市 吉田 奴寿司
東大阪市 小料理 花万
東大阪市 焼肉&鍋 まっちゃん
東大阪市 ダイニングバー Bird Man
東大阪市 和顔施
東大阪市 ソワンエステティックサロンApaiser
東大阪市 カラオケキングスポート
東大阪市 えばやん
東大阪市 セッビョル
東大阪市 焼肉 喜楽
東大阪市 居酒屋 舷花
東大阪市 KAZU
東大阪市 真梨庵
東大阪市 Casa Mia
東大阪市 公文式若江東町教室
東大阪市 公文式 八戸の里駅前教室
東大阪市 カラオケ喫茶 陽だまり
東大阪市 村祭り
東大阪市 和彩葉
東大阪市 ひなた助産院母乳育児相談室
東大阪市 ジャルダン･デ・ラン
東大阪市 まる福
東大阪市 焼肉あさひ
東大阪市 康倭の館
東大阪市 おでん酒庵飛鳥
東大阪市 みつぼし
東大阪市 珉珉東花園
東大阪市 からおけ ひろ
東大阪市 翠竹軒
東大阪市 永盛温泉
東大阪市 焼肉カントリー
東大阪市 Snack Liber
東大阪市 公楽軒
東大阪市 チング
東大阪市 和心 侍
東大阪市 高井田  桃花林
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東大阪市 宝園
東大阪市 酒菓家NAKAGAWAみ
東大阪市 すなっく スマイル
東大阪市 春夏秋冬料理 山ぎし
東大阪市 韓国料理富
東大阪市 がらっぱち家
東大阪市 大むら寿司
東大阪市 cafe＆bar ChouChou
東大阪市 西光園 高井田店
東大阪市 Bianca
東大阪市 BARはる風
東大阪市 やきとり大吉  俊徳道店
東大阪市 Bali Ma
東大阪市 とみすけ
東大阪市 Le Chaton 音楽教室
東大阪市 NOSTALGIC BAR PON
東大阪市 お好み焼き 鉄板焼き よしひろ
東大阪市 お酒処はな
東大阪市 音楽教室Andante
東大阪市 山海屋
東大阪市 calla
東大阪市 みちぐさ
東大阪市 cafe&bar No-Tumn
東大阪市 炭火焼けんけん
東大阪市 しげ美
東大阪市 居酒屋 からし
東大阪市 BAR HAYASHI
東大阪市 キッチン沙くら
東大阪市 楽天寿司
東大阪市 さいとう
東大阪市 焼肉 Doya
東大阪市 手打うどん駅前
東大阪市 旬菜 喜いち
東大阪市 焼とり居酒屋 吉鳥 荒本店
東大阪市 公文式末広教室
東大阪市 公文式花園東町教室
東大阪市 ブラッセリー ピサ
東大阪市 なっかん
東大阪市 新喜八
東大阪市 yuki. Guest house Ivy
東大阪市 まぁじゃん宝島
東大阪市 くまのみパソコンスクール
東大阪市 珉珉鴻池店
東大阪市 李
東大阪市 Ａｊｉｙ ｋｉｔｃｈｅｎ （あじわいきっちん）
東大阪市 えーす
東大阪市 炭火焼きとり あだち
東大阪市 やきとり大吉 大蓮東店
東大阪市 居酒屋土佐
東大阪市 スマートキッズ英語アカデミー
東大阪市 魚や
東大阪市 居酒屋だいせん
東大阪市 和裁と着付け 着物さくさく
東大阪市 restaurant cinq
東大阪市 コミュニティハウス ゆう×ゆう×ゆう
東大阪市 島八
東大阪市 ひがし
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東大阪市 大八
東大阪市 MIZUYA
泉南市 スナック ももこ
泉南市 楽酒 典
泉南市 中西絵画教室
泉南市 ケン＆ナミ
泉南市 minimini skate and dining
泉南市 hutte Baobab
泉南市 ファンクションスタジオ
泉南市 サカモトゼミナール
泉南市 脱毛サロンmijika
泉南市 旬彩Dining こころ
泉南市 居酒屋和
泉南市 じゅん湖
泉南市 papamamacafe かくれ家
泉南市 CPサロン アンスリール
泉南市 なぶ羅
泉南市 ロマン館
泉南市 MinatomaruⅡ
泉南市 タッチ
泉南市 spoon
泉南市 なごり空間
泉南市 POLE・M・POLE
泉南市 たこ焼き酒場蛸市
泉南市 ECCジュニア樽井二丁目教室
泉南市 セレクション
泉南市 焼肉ホルモン豪
泉南市 夢宙塾 南海樽井教室
泉南市 公文式 泉南教室
四條畷市 カラオケ喫茶 カーム
四條畷市 スクールＩＥ四條畷校
四條畷市 炭火居酒屋 仁々
四條畷市 炭火串焼刻屋
四條畷市 Ｃhouchou nail
四條畷市 アヌラジャ
四條畷市 シェーン英語教室
四條畷市 STUDIO I'm..
交野市 スナック山うち
交野市 馳どり屋 津田店
交野市 農園レストランD-EN蔵
交野市 辰巳寿司
交野市 伊藤塾
交野市 カフェ＆レストラン ジュリア
交野市 母恵夢
交野市 創大学院交野私市校
交野市 発声屋Private Studio
大阪狭山市 カラオケ のこ
大阪狭山市 スナック 奈々
大阪狭山市 炭火焼イタリアン ラ・パーチェ
大阪狭山市 松葉美幸バレエスクール
大阪狭山市 チャイニーズレストランコタン
大阪狭山市 アーセンウェア
大阪狭山市 虹の湯 大阪狭山店
大阪狭山市 株式会社バリアホーム
大阪狭山市 IQセンター
大阪狭山市 NEXTBODY+
大阪狭山市 Y.S.B studio
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大阪狭山市 日光うどん
大阪狭山市 高進ゼミナール狭山校
大阪狭山市 公文式さやか通り教室
大阪狭山市 ネイルサロンRay
大阪狭山市 イタリア家庭料理gufo
大阪狭山市 すし処そら
大阪狭山市 居酒屋 こやまん
大阪狭山市 居酒屋 KONGO GONBE
大阪狭山市 ヨガスタジオ  カラニ
大阪狭山市 讃岐うどんいってつ
大阪狭山市 鉄板居酒屋まんぷく
大阪狭山市 レイアップネイルサロン＆スクール
大阪狭山市 食堂やまだ
大阪狭山市 からだの匠
大阪狭山市 Bar plum pot
大阪狭山市 リハビリ整体サロンKOKOJI
大阪狭山市 いずみ塾
大阪狭山市 公文桜ヶ丘教室
大阪狭山市 潤
大阪狭山市 翠陽
大阪狭山市 やきとり 大吉 金剛南店
阪南市 らぁめん吉兆夢
阪南市 山吉
阪南市 栄光学園
阪南市 株式会社はんなんトラベル
阪南市 香港大飯店
阪南市 ECCベストワン尾崎駅前校
阪南市 かわいいおじぞうさん工房
阪南市 広島焼きむげん
阪南市 極真会館 阪南道場
阪南市 居酒屋エナ
阪南市 奈幸
阪南市 Ma-lek
阪南市 Dining YaNaGi
阪南市 nailmiiina
阪南市 relaxation&fitness Olive
阪南市 お好み焼き おかん
阪南市 炭火焼肉 煙八
阪南市 割烹 寿司 はな
阪南市 スナック三代
阪南市 NullFotoHaus
阪南市 おふく
阪南市 アズグレスト
阪南市 鴻福
島本町 お好み鉄板焼きあわちゃん
島本町 GoStar
島本町 高野由美ジャズダンスアートスタジオ
島本町 公文式水無瀬駅前教室
島本町 SOLT
豊能町 カラオケ茶屋 よの
豊能町 カラオケ キララ
豊能町 株式会社トラベルコンフォート
豊能町 ロビンソン
豊能町 公文式東ときわ台教室
能勢町 フェイシャルサロン美のほほえみ
能勢町 四季の企画室 野の 福田商店
忠岡町 パドック
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忠岡町 Happy☆Rabbit 
忠岡町 ここぽん
忠岡町 共同マリンテック
忠岡町 Precious time 英会話教室
熊取町 焼肉 鞍馬
熊取町 七武海
熊取町 どんたく屋 熊取店
熊取町 浪商学園給品部
熊取町 鶏焼 気まま
熊取町 学研CAIスクール 熊取アドバンス教室
熊取町 串かつ一品いなば
熊取町 居酒屋のぶろう
熊取町 BAR Bon Bon
熊取町 ぼて八
熊取町 Hatinail
熊取町 Smile
田尻町 泉南珠算教室
田尻町 のレン関西空港T2店
田尻町 ｓｅｅｄりんくう店
田尻町 大谷涛声書道教室
田尻町 Lien Ballet Studio
岬町 バープルプル
岬町 公文式 淡輪駅前教室
岬町 Seaside Cafe SNAFKIN
岬町 大阪府立岬高校食堂
岬町 ヒロタ写真館
岬町 公文ふけ教室
岬町 シャンソン・ファミーユ
河南町 肉料理どんどん
河南町 中国四川料理 梅花子
河南町 焼鳥屋わいに
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