
市町村名 施設名称
大阪市 楽彩
大阪市 レストランワールドビュッフェ
大阪市 Jan☆Jan
大阪市 ちりめん亭西田邊店
大阪市 居酒屋ごっくん
大阪市 スナック和 
大阪市 BAR91
大阪市 スナック以風季
大阪市 ジェリーフジモト
大阪市 居酒屋ゆうちゃん
大阪市 お好み焼き まき
大阪市 淡路屋
大阪市 スナック舞
大阪市 PASO A PASO
大阪市 喫茶一番
大阪市 優
大阪市 サロン・ド・サバニー
大阪市 スナック エモ（愛慕）
大阪市 カラオケ 恵
大阪市 カラオケ喫茶ふる里
大阪市 カフェルシファー
大阪市 ダイニングマミー
大阪市 カラオケ居酒屋きんぎょ
大阪市 西乃龍
大阪市 菫
大阪市 Rainy Pearl
大阪市 竹とみ
大阪市 ラ・マン
大阪市 Train‐Train
大阪市 スポーツジム B&F
大阪市 カサブランカ
大阪市 アリラン
大阪市 東風荘
大阪市 中華料理 「満天」
大阪市 くしや
大阪市 ラウンジ ウエストリバー
大阪市 カラオケ喫茶ブラック
大阪市 麻雀クラブ浪漫
大阪市 幸
大阪市 とり真
大阪市 居酒屋 蔵
大阪市 コバルト
大阪市 貝鮮浜焼 らいち
大阪市 炭火焼肉 豊作
大阪市 こはち
大阪市 花柳創依舞踊道場
大阪市 そば処 更科
大阪市 カルテット
大阪市 加津
大阪市 8
大阪市 留旨
大阪市 つじ
大阪市 与助
大阪市 カラオケ ねね
大阪市 あんじゅ
大阪市 クレイン

新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けた
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大阪市 中国料理 一風亭
大阪市 季節料理 川上
大阪市 eyelash salon Embellir
大阪市 SIMPLE
大阪市 麻雀クラブ フリータイム
大阪市 Casablanca
大阪市 New Legacy
大阪市 英國館倶楽部
大阪市 夢
大阪市 スナック セブン
大阪市 クラシック
大阪市 オーパーツ
大阪市 大王
大阪市 ラウンジ サン
大阪市 ボナンザ
大阪市 エトワール２１
大阪市 湖月
大阪市 舞華
大阪市 るんるんパート２
大阪市 Grand Master
大阪市 キッチンバー柿のへた
大阪市 樹林
大阪市 ショット パブ 児玉
大阪市 御料理スナック まり
大阪市 エンジェル
大阪市 リキリキ
大阪市 お好焼 おさだ
大阪市 エターナル
大阪市 Emyu
大阪市 スナックカサブランカ
大阪市 スナック 加代
大阪市 スナック エミ
大阪市 スナック いつか
大阪市 さち
大阪市 居酒屋 三四郎
大阪市 ローズ
大阪市 茶古
大阪市 うわさの姫子
大阪市 有諏川
大阪市 トムントコ
大阪市 グー
大阪市 青春を戻して
大阪市 むろ
大阪市 38
大阪市 ピンクパンサー
大阪市 いわさき
大阪市 鮨 髙雄
大阪市 メンバーズみさ
大阪市 かすうどん 山本
大阪市 鈴き家
大阪市 スナック ロマン
大阪市 マヤ
大阪市 スナック グレース
大阪市 カラオケ喫茶 RAN
大阪市 花水木
大阪市 member's 木むら
大阪市 ラウンジ奈々
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大阪市 かめこ
大阪市 レストラン利樹
大阪市 スナックあす香
大阪市 ラウンジ 忍
大阪市 Tsukiyomi（ツキヨミ）
大阪市 酒房 味菜
大阪市 ニューじゅんこ
大阪市 うどん おでん 髙はし
大阪市 ちゃんぽんや
大阪市 TK BAR
大阪市 カラオケ喫茶 チャンピオン
大阪市 スナック Jun
大阪市 BRAND
大阪市 BAR JURA
大阪市 メンバーズ舞子
大阪市 フィニ―
大阪市 スナックのぶ
大阪市 すなっく和
大阪市 居酒屋 赤ちょうちん
大阪市 メンバーズエム
大阪市 スナック フレンズ
大阪市 ニュー本一
大阪市 かつ藤次郎
大阪市 シルバー
大阪市 カラオケ居酒屋こすも
大阪市 ジョイフル
大阪市 ニュー アムール
大阪市 灯
大阪市 minimum
大阪市 玄挽き蕎麦 和豊
大阪市 バード 56
大阪市 スナック かな
大阪市 スナック「南」
大阪市 都の樹
大阪市 スナック純
大阪市 Revolution⁺ V.I.P －レボリューションプラス－
大阪市 桃田
大阪市 あとりえ秋桜田代書道教室
大阪市 旬の味 遊肴
大阪市 バートレック
大阪市 カラオケ・アルファー
大阪市 たのし美
大阪市 garage
大阪市 なかよし
大阪市 美恋
大阪市 スナック マキ
大阪市 カラオケ旬歌
大阪市 Lian
大阪市 あつし
大阪市 居酒屋 ロコ
大阪市 ぎょうざの店 大阪せんや
大阪市 すなっく すずらん
大阪市 フルハウス
大阪市 雀士館
大阪市 れんがや
大阪市 スナック Y
大阪市 AKINAI
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大阪市 フェアリー
大阪市 料亭 海音
大阪市 Ohana
大阪市 麻雀クラブ 緑荘
大阪市 西むら
大阪市 慶
大阪市 パズル
大阪市 カラオケ喫茶 ぎんが
大阪市 yell 117
大阪市 move on（ムーブオン）
大阪市 麺将軍
大阪市 くいしん坊
大阪市 ラウンジ 美都
大阪市 お好み焼 めりけん子
大阪市 スナック フレーズ
大阪市 ポップイン NON
大阪市 メンバーズ 宮崎
大阪市 リスペクト
大阪市 ガネーシャ
大阪市 カラオケ恋歌
大阪市 スナック れいこ
大阪市 藤富
大阪市 GLAY
大阪市 STANDING BAR STAND
大阪市 カレーショップ コーヨー
大阪市 貴美
大阪市 スナック ヨークシャ
大阪市 麻雀クラブ 樹林
大阪市 Okavango
大阪市 カラオケ喫茶 あゆ
大阪市 占いの館 ナニワの母
大阪市 ウィズ・ユー
大阪市 居酒屋 きまぐれ
大阪市 永洞屋
大阪市 花蝶
大阪市 よし栄
大阪市 中国海鮮酒家 李白
大阪市 FLY
大阪市 奴寿し
大阪市 沖縄料理でいご
大阪市 雀棒
大阪市 路々
大阪市 カラオケ 一番
大阪市 ラウンジ みき代Ⅱ
大阪市 スナック殿
大阪市 きたがき
大阪市 よりみち
大阪市 LIAR
大阪市 里奈
大阪市 たんや又兵衛
大阪市 かんだ
大阪市 焼鳥とり石
大阪市 よねやま
大阪市 遊宴処 あっちゃん
大阪市 ろばた焼 一番
大阪市 そば酒房寄り屋
大阪市 鶏福
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大阪市 fumi美鍼灸
大阪市 焼き鳥 まるいけ
大阪市 居酒屋じゅんこ
大阪市 KEI
大阪市 居酒屋 一二三
大阪市 もろもろ
大阪市 まつば
大阪市 イマジン プラス
大阪市 グラシア美容室
大阪市 くくる京橋店
大阪市 駄菓子Ｂar エンス
大阪市 ニューナイト
大阪市 葉隠
大阪市 Raxia
大阪市 Seventh Heaven
大阪市 キューピーちゃんの隠れ家
大阪市 ハッピーシュガークラフト教室
大阪市 いちえん
大阪市 笹屋
大阪市 セイビア
大阪市 天王寺囲碁センター
大阪市 MUKATORE
大阪市 米谷大輔 尺八教室
大阪市 小料理 つくし
大阪市 米やのめしや
大阪市 ピィツェリア マンマミーア
大阪市 中村和扇書道教室
大阪市 智扇書道教室
大阪市 鉄板ダイニング 炫
大阪市 松寿し
大阪市 福味
大阪市 鮨処 一宴
大阪市 炉ばた つぼ
大阪市 いづみ
大阪市 たい志亭
大阪市 串かつ 松葉 Whity梅田店
大阪市 anショップ
大阪市 沖縄居酒屋てぃん
大阪市 幼児教室Mom Kids Club
大阪市 カラオケファミリープラザ深江橋店
大阪市 ネオクラフト
大阪市 viviAiles梅田店
大阪市 しじみラーメン Shi43屋 難波店
大阪市 鶏皮鶏飯
大阪市 ジュリアナ東京
大阪市 GIRAFFE JAPAN
大阪市 GARA KITCHEN
大阪市 スプレンディド
大阪市 燻製バルけむパー
大阪市 英会話アカデミーBilinGo
大阪市 麻雀クラブ大
大阪市 明石焼ぶぶ亭
大阪市 開元カフェ
大阪市 南地千房心斎橋店
大阪市 千房 千日前本店
大阪市 韓味一 朴邸
大阪市 POOL SEPT.
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大阪市 神ノ蟹肉亭
大阪市 わら焼 鉄板焼 いやさか 福島本店
大阪市 クラブ セラヴィ
大阪市 club エデン
大阪市 オイゴニラボ
大阪市 Brush eight
大阪市 medico美＆健康スクール 
大阪市 E-NAKA 英語専門塾イーナカ
大阪市 鶏匠 暁
大阪市 サロンRENKA
大阪市 BAR Altopino
大阪市 Golf tfw49
大阪市 とんかつ頑固梅三小路店
大阪市 BarBath
大阪市 沖縄酒場 あしびなー
大阪市 正弁丹吾亭
大阪市 泰三屋
大阪市 株式会社ゼロワントラベル
大阪市 北新地イタリア料理サーレペペ
大阪市 DAIICHI 上六店
大阪市 KOZMIC長屋バー
大阪市 旬菜とお酒 あんばい
大阪市 タチノミ ミッチャン
大阪市 愛媛酒場丸富
大阪市 江戸菊
大阪市 プライベートジムHighness
大阪市 MISTY～doux～
大阪市 平成麺業
大阪市 Lago
大阪市 mr.kanso本店
大阪市 パスタハウス ドンナゴロージ
大阪市 あじゃり
大阪市 ごはん処源平桃
大阪市 MAKIBI
大阪市 ニシデリアブッファ
大阪市 ミュージッククラブドレミ
大阪市 個別指導ぷらちなSTUDY 文の里教室
大阪市 フィトナチュールイオンモール大阪ドームシティ店
大阪市 しゃぶ扇 HEPナビオ店
大阪市 京橋会館
大阪市 MERRY GREEN
大阪市 リサイクルショップ カレイド
大阪市 串の坊北新地東店
大阪市 台湾料理 味軒
大阪市 株式会社ジャパンホリデートラベル
大阪市 もんじゃ×鉄板 一八
大阪市 JOY英語企画
大阪市 Rock Bar SEVENTH
大阪市 芥川珈琲
大阪市 カフェサンズ
大阪市 株式会社千成屋
大阪市 まんねん 梅田本店
大阪市 ビストロ・シャンパーニュ
大阪市 鶴橋ホルモン本舗 本店
大阪市 parlor
大阪市 浪花ろばた八角 梅田Ｄ.Ｄハウス店
大阪市 鶴橋らーめん食堂鶴心 三井アウトレットパーク大阪鶴見店
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大阪市 EFFORT
大阪市 和食Lab.新た
大阪市 Dance Studio OBT
大阪市 学習塾Fukko
大阪市 錦城閣
大阪市 黒崎書店
大阪市 一風堂なんば店
大阪市 PLUSWINHALL
大阪市 ビューティーフェイスグランデ阿倍野キューズモール店
大阪市 ドン釜ワールド
大阪市 アクシアロード
大阪市 黒門酒場北浜店
大阪市 神戸牛拉麺915
大阪市 味園ユニバース
大阪市 BAR UURA
大阪市 真鯛らーめん まるき
大阪市 アトリエル・レーヴテーブルコーディネートアカデミー
大阪市 大衆酒場串カツぐっさん
大阪市 JOYCITY 日本橋店
大阪市 やきとり 福娘
大阪市 Rlash & r.nail PRODUCED BYα
大阪市 ルアナ
大阪市 le comptoir(ルコントワ)
大阪市 サンキューチケット
大阪市 富鶴
大阪市 キングオブキングス
大阪市 お好みたまちゃん viva！
大阪市 焼肉 三松
大阪市 QUARA
大阪市 BAR CLEVER
大阪市 ウィタセクストピア
大阪市 ロイヤルゲームセンター
大阪市 台湾料理華丸
大阪市 居食屋よしれい
大阪市 浅野日本酒店UMEDA
大阪市 株式会社ガーデンズ スタジオSUGURI
大阪市 cafe beans
大阪市 BAR２０３
大阪市 スポーツキャンパスオーサカヤ
大阪市 DRACO
大阪市 レストラン頂
大阪市 Kemari87 KISHISPO心斎橋店
大阪市 福〇
大阪市 チェルシー
大阪市 鮨 芥川
大阪市 焼肉 喜久安
大阪市 246ライブハウスGABU
大阪市 小顔製作所
大阪市 ポートワン
大阪市 日本料理 翠
大阪市 オアシス学院
大阪市 鮮てっちり 黒門浜藤
大阪市 レストランコーイン
大阪市 保護ねこかふぇneu。
大阪市 阪急三番街 帝塚山 季
大阪市 トミフォトスタジオ
大阪市 I.Bar
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大阪市 炭火バル あじと
大阪市 ＨＯＬＩＤＡＹクリスタ店
大阪市 酒房 大阪屋
大阪市 Hariken Kitchen
大阪市 手羽だるま 三国駅前店
大阪市 lilou
大阪市 Yellow CloBar
大阪市 ドトールコーヒーショップ備後町１丁目店
大阪市 春団治
大阪市 Dining Bar Boogie
大阪市 旬食美祭恒雅
大阪市 二代目ホルモン係長
大阪市 NORTH HAMAR
大阪市 池島時計店
大阪市 牛田羊
大阪市 大阪銀行協会倶楽部食堂
大阪市 エムココ
大阪市 相席居酒屋リブレ
大阪市 日本料理 河久
大阪市 ネイルサロン ハピネスルーム
大阪市 魚屋ひでぞう 別館
大阪市 羽根つき焼小籠包 鼎’ｓ（Din’ｓ）堺筋本町店
大阪市 CLUB HANABI
大阪市 ラブワイン天満本店
大阪市 いっちょう本町店
大阪市 BILLY BLANKS INTERNATIONAL STUDIO
大阪市 yae
大阪市 おきな昆布
大阪市 うえの
大阪市 にゃんカンパニー
大阪市 鮨なかもと
大阪市 魚場 春夏秋冬
大阪市 ダルバート
大阪市 DASH心斎橋
大阪市 忍者堂
大阪市 丸喜酒店
大阪市 ニューサウナ シャン
大阪市 ARK CAFEDINING
大阪市 T&D難波ゴルフアカデミー
大阪市 リフレッシュハンズ
大阪市 串もん酒場 ひびき屋
大阪市 オルジェンティーレ
大阪市 DOOGOO STORE
大阪市 OKOGE
大阪市 老松町RABbit
大阪市 ザフェイス 
大阪市 こころとからだのトータルケアサロンシーズ・Seeds HANARe
大阪市 てっぱん居酒屋 こてこて 都島店
大阪市 寿司 大政
大阪市 秋吉梅田店
大阪市 株式会社サン旅行企画
大阪市 じょーじぃず美豚
大阪市 天ぷら 心斎橋 一哲
大阪市 イルミネーションカラオケネットカフェポータル
大阪市 肉が好きなぼく
大阪市 MiKi（美喜）
大阪市 漁師めし
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大阪市 nutty vintage
大阪市 The brick
大阪市 ソワンドエステ・アートマツモト
大阪市 七輪
大阪市 浪花ひとくち餃子餃々大阪駅前第三ビル店
大阪市 ヤコト本町ベース
大阪市 フィットネスシーン
大阪市 ドルチェ・アーティスト・サロン大阪
大阪市 日本酒バーつるばら
大阪市 麺乃庄つるまる饂飩堺筋店
大阪市 マダム小阪
大阪市 興和商事株式会社
大阪市 SOUTENパソコン教室
大阪市 ニューＹＣ
大阪市 セラ・アンフィニィ
大阪市 ネスト
大阪市 大衆食堂スタンドそのだ
大阪市 うなぎ串料理 う頂天
大阪市 だいみょう
大阪市 台湾タンパオ四天王寺
大阪市 Chi-Fu
大阪市 Lounge 鈴 Rin
大阪市 飛鳥Asuka 炭火焼＆創作料理
大阪市 株式会社メインストリーム
大阪市 源氏蕎麦
大阪市 相撲料理 志が
大阪市 Barsus
大阪市 麺や輝
大阪市 鶏焼ジョー
大阪市 リフィナスフィットネススタジオ
大阪市 上等カレーBR日本橋店
大阪市 MOOO WEDDING
大阪市 ラーメン峰味
大阪市 スタジオフェット
大阪市 COCO CHIMAC
大阪市 New Oasis
大阪市 肌質改善工房フィグ
大阪市 新世界串カツいっとく本店
大阪市 BAR BANKS
大阪市 ラクリア
大阪市 本気炭火焼き鳥料理 壱屋 本町店
大阪市 もんじゃ麦
大阪市 ほんがれや千日前店
大阪市 ぎょうざ専門店２号店
大阪市 大阪南港港湾労働者福祉センター内食堂･喫茶エル
大阪市 株式会社センターツーリスト
大阪市 フジマル食堂 大阪ステーションシティ店
大阪市 ブラザーズ・ホビー
大阪市 ルナネイル
大阪市 メンバーズS
大阪市 サバ6製麺所
大阪市 縁
大阪市 ナチュラルナイン
大阪市 private bar KDN
大阪市 焼鳥 ササキ
大阪市 トキオカ心斎橋店
大阪市 男性専用エステ ＳＯＬＡＳＰＡ(ソラスパ)
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大阪市 エンゼル
大阪市 BAR Chou Chou
大阪市 プリンセス梅田
大阪市 香港海鮮飲茶樓
大阪市 玄米カフェ実身美阿倍野店
大阪市 ハートスクエア幼児教室
大阪市 栄鮓・庄屋はん 京橋店
大阪市 ブリリオなんば店
大阪市 なるとや
大阪市 ギャラリー翰林堂
大阪市 宮本むなし 新今宮店
大阪市 グレースアセットマネジメント株式会社
大阪市 エデュクリエ
大阪市 トキワカメラ
大阪市 トラットリア ピッツェリア パッパーレ
大阪市 とりよしふうず天満店
大阪市 ジャックと豆の木 阪急HEPナビオ店
大阪市 フォロマジョーレ北巽店
大阪市 和diningひで
大阪市 Personal Training Gym URAMASA
大阪市 うどんや匠
大阪市 カンテグランデ中津本店
大阪市 ROUGHLABO
大阪市 うどんの祥 かな泉
大阪市 笑Kotomi
大阪市 コッテジ千日前本店
大阪市 焼鳥と焼野菜ぎんすけ 三国店
大阪市 サニークラウズ
大阪市 きりん寺
大阪市 さらしな廣田屋
大阪市 ステンドグラス・クリヤマ
大阪市 エルパハロ
大阪市 ふらんくす
大阪市 びっくりドンキー天王寺店
大阪市 有限会社マイ
大阪市 モビーディックなんばパークス店
大阪市 株式会社コムリ
大阪市 べるでランド
大阪市 居酒屋 ハート
大阪市 カフェディエスプレッソ珈琲館 日本橋店
大阪市 株式会社オフィスレイ
大阪市 株式会社ＪＴＢ京阪トラベル関西団体営業所
大阪市 ASAKARA GOOD STORE
大阪市 DHARKAN（ダルカン）
大阪市 焼匠 うし丸 新福島店
大阪市 鉄板ダイニング だらけ
大阪市 生ハムと酒処アカリ
大阪市 麻雀ラストファイト
大阪市 しゃぶ亭 阪急かっぱ横丁店
大阪市 Bar87
大阪市 天神ラーメン・Cafe Leche
大阪市 Mrs.Jミナミ
大阪市 管楽器専門店Valoir
大阪市 海鮮ふたば屋
大阪市 ダンスカンパニーオノエ
大阪市 セレンディーラボ淀屋橋
大阪市 小杉スケート梅田本店
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大阪市 炭火焼鳥ちんどん西中島店
大阪市 Ｋ－ＰＯＷＥＲＳ大阪本店
大阪市 カラオケ居酒屋艶
大阪市 kolmio+LIM
大阪市 TREE ROOM
大阪市 カフェオランジュリー
大阪市 ステラシュガーリング
大阪市 阿波半田製麺所
大阪市 楽楽リラころ整体 長堀橋店
大阪市 博多味処いろは
大阪市 Lakkus2nd（ラックスセカンド）
大阪市 Lyric
大阪市 MATSU株式会社
大阪市 スタジオアルマデフラメンコ 大阪校
大阪市 松葉
大阪市 宗家一条流がんこラーメン十八代目
大阪市 大阪本町制作所デザインスクール
大阪市 チャルカ
大阪市 Hippo 中崎
大阪市 遊楽
大阪市 ウィルウェイ英会話スクール
大阪市 萌えキャバクラ RIRI MEIDO
大阪市 酒房とまり木
大阪市 エベン・コーポレーション
大阪市 丹青堂本店
大阪市 ミエル
大阪市 ダーツ＆バー ダイジェスト
大阪市 リズムアートカイロプラクティック
大阪市 沖縄ダイニング 美ら島物語
大阪市 大阪かに源心斎橋店
大阪市 グリルニューライト
大阪市 アイフラッシュ大丸梅田
大阪市 牛かす塩らぁ麺 楽園
大阪市 Ｙｏｇａ Ｓｔｕｄｉｏ Ｃａｌｍ
大阪市 えびす  一升庵
大阪市 スタジオノールス
大阪市 フォトスタジオエム
大阪市 人狼の庭
大阪市 Ｇ－ＢＬＵＥ
大阪市 Ｎａｉｌ＆Ｅｙｅｌａｓｈ Ｂｅｌｌ
大阪市 JOONA
大阪市 美容鍼灸 ＆ ヨガスタジオ ＳＥＮＳＥ
大阪市 純華楼
大阪市 セットサロン フランベアー
大阪市 ミィバレエスタジオ
大阪市 天下一品 難波ウインズ前店
大阪市 京さか亭
大阪市 ゼミ学習教室
大阪市 輝寿家
大阪市 Anges Anges
大阪市 emma茶屋町
大阪市 大天閣
大阪市 焼肉いち輪
大阪市 麦蔵
大阪市 株式会社ハンド ギャラリー503
大阪市 株式会社とり甚
大阪市 CRASH BOX
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大阪市 アズトラベルサービス株式会社
大阪市 アジアンバーラマイあびこ店
大阪市 株式会社七彩工房
大阪市 ゲームセンター シンエイ
大阪市 株式会社 FUKU教育センター
大阪市 体を耕す運動場関西フィットネス天満橋
大阪市 つぼ蛸
大阪市 コアトレーニングスタジオLOHAS
大阪市 Le Caneton
大阪市 WISPヌーベルエスペス心斎橋店
大阪市 パークサイドグリル寿
大阪市 パルクラブ
大阪市 フィジー英語留学カラーズ
大阪市 小顔本舗
大阪市 カイロプラクティック&エステサロン Bijou
大阪市 酔ってって
大阪市 鮨廣見
大阪市 GOLD BAR-R-
大阪市 牛骨王
大阪市 招福庵
大阪市 鶴橋風月なんば御堂筋グランドビル店
大阪市 24 DIAMOND GYM
大阪市 レインボースタジアム
大阪市 Ai
大阪市 わがままキッチンMojoMojo
大阪市 クラヴマガフォアフロント大阪トレーニングセンター
大阪市 北浜レトロ
大阪市 MERRY BAR due
大阪市 米糠酵素風呂 ぬか天国 観音華
大阪市 ネイルサロンマーノ
大阪市 武田水軍
大阪市 ｍｉインターナショナル株式会社
大阪市 SYSTEM・ともこ塾
大阪市 Akami Modern Chop House
大阪市 牛吟てつろく
大阪市 ビッグキャット
大阪市 イリディウム フィーチャリング ソティス
大阪市 焼肉どん２北新地店
大阪市 株式会社 ナショナル航空
大阪市 DRINK STAND FRUMMY フルーミー 道頓堀店
大阪市 着物体験レンタル 和
大阪市 なにわの串かつ七福
大阪市 member’s Bacchus
大阪市 颯走駆本店
大阪市 ル・キヤ アイスぺシャリテ ハービスＥＮＴ店
大阪市 民俗村
大阪市 ヤングプラザＡＢＣ梅田店
大阪市 焼肉ふうふう亭なんば道頓堀店
大阪市 焼鳥 オールナイト 戸高
大阪市 武田塾天王寺校
大阪市 武田塾大阪校
大阪市 ウェブスタ！
大阪市 釜飯と炭と酒 やま蔵
大阪市 朝食場nagayado・夜食場Craht
大阪市 パーラーアトム
大阪市 ボンゴレスタンドカンノ
大阪市 武漢熱干面 Juan
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大阪市 七福庵
大阪市 へそ南森町店
大阪市 どん家
大阪市 クラブ城
大阪市 づぼらや新世界店
大阪市 ＪＫＣ
大阪市 匠家TERU
大阪市 なんばスカイオ  ITADAKIMASU FOOD HALL
大阪市 オルガ
大阪市 つるまるうどん北堀江店
大阪市 三豊麺上本町ハイハイタウン店
大阪市 人人餃子城
大阪市 杉中音楽教室
大阪市 料亭久恵
大阪市 SiS Total Beauty 
大阪市 大阪城国際文化スポーツホール（大阪城ホール）
大阪市 安泰リサイクルショップ
大阪市 福太郎本店
大阪市 ブラウンダービー(New BD)
大阪市 ミティラーインドレストラン
大阪市 天満店焼とんyaたゆたゆ
大阪市 Brange
大阪市 クラブ 合林
大阪市 SNOW
大阪市 有限会社Ｋ・Ｈワールド
大阪市 エフトラベル
大阪市 ライブハウス ファンジェイ
大阪市 BOTTLE BAR CU
大阪市 ふぐ吉
大阪市 La Cherie Blanche
大阪市 町屋酒場りとも 野田阪神店
大阪市 Cafe&Bar マー坊の居間
大阪市 連チャン上等
大阪市 NAIL SALON AMECHAN
大阪市 ナノインバース株式会社
大阪市 焼栄
大阪市 大阪東急ＲＥＩホテル
大阪市 コ・スターリング 北浜店
大阪市 東方健康研究所
大阪市 ポパイ
大阪市 サロン ドゥ シャンドボー
大阪市 ビューティキャリアカレッジ
大阪市 ＢＲＡＮＤ ＳＨＯＰ れっど
大阪市 ラウンジ ポルト
大阪市 高麗川 天命庵
大阪市 セルスター
大阪市 キャベツ焼 難波店
大阪市 ＧＡＮＧＮＡＭ
大阪市 八千代きっちん はは
大阪市 バンダリア
大阪市 有限会社大阪東海予約センター
大阪市 ＢＬＵＥ ＦＡＣＥＴ
大阪市 CLUB Secret Garden
大阪市 REGAL今川店
大阪市 大阪ドッグサイエンス学院
大阪市 Nymphs
大阪市 ワールドビュッフェ
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大阪市 ステーキハウスデボン北新地
大阪市 アールヌフ造形美術研究室
大阪市 chaussure annex
大阪市 358
大阪市 ｂｅｌｃｈｅｒ
大阪市 有限会社Be-Up
大阪市 かのう 天王寺店
大阪市 ラーメン荘歴史を刻め下新庄本店
大阪市 Dr.ストレッチ イオンモール大阪ドームシティ店
大阪市 桃虎
大阪市 ラピートネイル
大阪市 プレスジェイ株式会社
大阪市 studio  PYT
大阪市 株式会社オーシャニッド
大阪市 エニタイムフィットネス大阪福島店
大阪市 株式会社GENZ
大阪市 藤原学園実験教育研究所
大阪市 GYM103
大阪市 EMERGENCE-JAPAN
大阪市 Re;slim!
大阪市 イル スオーノ ディ エミリア
大阪市 西田辺厨房たまて箱
大阪市 カイトリ屋
大阪市 ヒトコト谷町四丁目教室
大阪市 閂
大阪市 米田春香堂
大阪市 株式会社茉衣華スターサロン
大阪市 こなつ
大阪市 鉄なべ 新町店
大阪市 シンガンシンパン
大阪市 株式会社つぼ善商店
大阪市 DJANGO （ジャンゴ）
大阪市 やよい軒JR森ﾉ宮店
大阪市 サムティフェイム新大阪
大阪市 鮨 樋口
大阪市 穴場
大阪市 栄湯
大阪市 ロマン亭オンス新大阪店
大阪市 グランボヌール
大阪市 ABC STORE
大阪市 JaniJaniFan
大阪市 大分からあげと鉄板焼勝男第3ビル応援団
大阪市 株式会社トラベルサライ
大阪市 加圧スタジオ ＰＯＬＩＳＨ
大阪市 PHO VIET大国町店
大阪市 アイギャラリー
大阪市 李家ビビンパ by SYgroup
大阪市 ザウバー
大阪市 Rilliange
大阪市 ORANGE PARK
大阪市 BOGART'S CAFÉ
大阪市 古着屋JAM 堀江店
大阪市 呑み処はせがわ
大阪市 nanan
大阪市 炭火焼鶏やすまろ
大阪市 cafe＆bar CURE
大阪市 BGL
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大阪市 麻雀 淀クラブ
大阪市 Dramatic Art
大阪市 着物フォトスタジオ和さ美
大阪市 華
大阪市 炭火焼鳥うら山
大阪市 Ladies Bar who
大阪市 パソコン教室・キュリオステーション蒲生店
大阪市 鳥みつ
大阪市 スタジオフェリーチェ
大阪市 Pecorara
大阪市 ラウンジ sima
大阪市 銀杏
大阪市 アジュ.マハカーラ
大阪市 ArtemisSelection
大阪市 中華料理 きさんじ
大阪市 ウーニーポンポンカウカウ
大阪市 ぴあの
大阪市 KONG
大阪市 ピエールモンターニュ
大阪市 ラウンジたつ巳
大阪市 もんじゃ屋
大阪市 NORTHBAR
大阪市 holy's ROCK SHOT
大阪市 バルーンショップ クロス大阪
大阪市 ネイルアンビ
大阪市 楽-TANOSHI-
大阪市 IRORI
大阪市 ブルーラグーン
大阪市 ＮＥＯ－ＡＬＩＣＥ
大阪市 きゅらむん
大阪市 凛
大阪市 北新地Snow
大阪市 KUREHA
大阪市 居酒屋聚楽
大阪市 健美宴
大阪市 ローズ
大阪市 鶏chi
大阪市 ラウンジピアス
大阪市 Survivor
大阪市 カラオケ喫茶&スナックほのか
大阪市 Salon de nene 
大阪市 ボディケアまほらま
大阪市 マダム麗子178
大阪市 居肴屋まだらや
大阪市 たこ焼き食堂たこ吉
大阪市 K's Music Lab
大阪市 舞
大阪市 酒家さくさく
大阪市 nail salon ecrin
大阪市 KEVIN'S BAR
大阪市 豚骨ラーメン霧島
大阪市 あんばい森之宮店
大阪市 もりたや酒店
大阪市 スナックラパン
大阪市 かつよし
大阪市 西條ダンススタジオ
大阪市 beauty salon Rita
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大阪市 炭火やきとり 銀星
大阪市 櫻
大阪市 FOOD&STANDBAR#3
大阪市 焼肉大倉
大阪市 スナック はづき
大阪市 イルバールビーチェ
大阪市 栄寿司
大阪市 luce
大阪市 Bar HOUSE
大阪市 salon de moonlight
大阪市 Lio nail
大阪市 お食事処 てる
大阪市 うずまき伸介の巻
大阪市 灯
大阪市 今福酒場ペイジ
大阪市 Dupont
大阪市 lovelybear rei
大阪市 瀬戸美術
大阪市 プライベートサロンゆるり
大阪市 ご馳走家GOTTI
大阪市 ジンハウス
大阪市 九条ちょい呑み缶ぽん
大阪市 イタリア語スクール マデパ
大阪市 めん処 八重野
大阪市 BarAmante
大阪市 得正 あびこ店
大阪市 EAST
大阪市 Barあまとりあ
大阪市 きらら
大阪市 割烹やながわ
大阪市 ORANGE.vintageandetc
大阪市 ちょっとながやま
大阪市 焼肉ホルモン進
大阪市 うどん 卯一
大阪市 ClubNeptune 
大阪市 駒川囲碁
大阪市 なんば囲碁学園
大阪市 Rim cafe&bar
大阪市 ありたや
大阪市 ラウンジ恋人
大阪市 おいで屋
大阪市 Praia
大阪市 あっとほーむばー ぼくるーむ 
大阪市 DADAN
大阪市 House of Gospel
大阪市 Aria
大阪市 ファミリーグリルおるがん
大阪市 fatima
大阪市 わとい
大阪市 食膳軒 四川料理
大阪市 AT EASE
大阪市 バレエしりや
大阪市 AZABU
大阪市 Shot Bar ボナセーラ
大阪市 Fine
大阪市 Hobby Genki
大阪市 B2

16 / 75 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30日公表分）

大阪市 からあげBARはらんべ
大阪市 爪切り屋メディカルフットケア大阪
大阪市 有う希
大阪市 craftbeer&whiskyハッチオ
大阪市 Bar Growing
大阪市 LiveBar B-flat
大阪市 鮓羽室
大阪市 ボディケアサロン都の手
大阪市 ラハス
大阪市 Tiny
大阪市 よつば教室
大阪市 Tarako
大阪市 生ハム＆イタリアンVINO
大阪市 上町荘
大阪市 ROUTE 512
大阪市 G'dayワイン食堂
大阪市 阪神ファンの店 浜風2ゴー
大阪市 Sylvian
大阪市 178studio
大阪市 かさね
大阪市 阿波尾鶏やきとり のん吉
大阪市 aruck lab
大阪市 DINIG BAR RUSH
大阪市 炭焼き・幸
大阪市 泡バール
大阪市 蛸レンジャー駒川店
大阪市 DOLLAR
大阪市 After All
大阪市 ANDLIFE.gallery photostudio
大阪市 liberty
大阪市 たこ焼き・ぺちゃ焼き あほや上新庄店
大阪市 箸処 生尾
大阪市 mercury&peri.
大阪市 志原写真事務所
大阪市 Ristorante 迫
大阪市 PHYSIQUE 
大阪市 小味処石ばし
大阪市 カラオケ喫茶 和
大阪市 おんがく居酒屋藤久
大阪市 Rackoジャズピアノ教室
大阪市 居酒屋もとまち
大阪市 公文式 瓜破教室
大阪市 ダイアモンドロックスBAR
大阪市 ペーパームーン
大阪市 立呑処 たもん
大阪市 創作居酒屋次元
大阪市 HAKATA
大阪市 キッチン725
大阪市 雑貨バー福猫堂
大阪市 Membar's ON
大阪市 BA3
大阪市 てらこや
大阪市 bar   樹江
大阪市 お好み焼きしんちゃん
大阪市 けちけち亭
大阪市 マリリンズキッチン
大阪市 壱
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大阪市 colonie
大阪市 喫茶パブ トトロ2
大阪市 カオヤム堂
大阪市 やまさきトランペットレッスン
大阪市 喰海
大阪市 照る照る坊主
大阪市 CLUB The World
大阪市 メンバーズラウンジ 琴
大阪市 吉鳥
大阪市 And you
大阪市 五郎寿し心斎橋店
大阪市 ノタジ
大阪市 居酒屋ごんべ
大阪市 難波八十島
大阪市 松浦商店
大阪市 ながさき本店
大阪市 麺匠中うえ
大阪市 トータルペットサービスNone 清水谷店
大阪市 Bar LIBRARY
大阪市 美人妻
大阪市 ちょい飲みbarもも
大阪市 menber's suppin
大阪市 パーソナルスタジオ「Reborn Body」がもよんスタジオ
大阪市 schüler
大阪市 お魚とおばんざい なんばなか じゅにや
大阪市 カーヴォ
大阪市 BallparkBar
大阪市 さつき洞
大阪市 まこと
大阪市 そば居酒屋 善生
大阪市 Doll Dress
大阪市 cabotte
大阪市 木ノ実
大阪市 ブックマート千林大宮
大阪市 天神ポルポ
大阪市 ラウンジDikon
大阪市 スポーツマンクラブポール
大阪市 酒処 ボチボチ
大阪市 Anguila
大阪市 葉ね文庫
大阪市 えでぃさんの店
大阪市 ワイン食堂 てれまかしー
大阪市 林酒店
大阪市 ひろ菜
大阪市 居酒屋かるた
大阪市 お好み焼き鉄板料理まいど
大阪市 パルランテ
大阪市 Nattacoたこ焼きbar
大阪市 ファンタジア 
大阪市 スナック２３
大阪市 RaKuYa
大阪市 miley
大阪市 ジャリンコ
大阪市 カシミール
大阪市 炭火焼肉  煌
大阪市 3eBAR
大阪市 Tomarigi
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大阪市 カラオケCOCO
大阪市 串えもん
大阪市 う越貞
大阪市 EarthCode
大阪市 山女庵
大阪市 山羊ブックス
大阪市 バル マスタード
大阪市 Bar Nagi
大阪市 Pissi Pissi Tomo
大阪市 松寿司
大阪市 四季の味いま井
大阪市 オールト
大阪市 SEIRYU BAR MADE
大阪市 家庭料理 史
大阪市 赤い扉
大阪市 Park
大阪市 魚太郎
大阪市 カンティーヌドゥデリス
大阪市 イタメシヤ フジ
大阪市 ボニータ
大阪市 米増
大阪市 スナック桂
大阪市 オファビュラス
大阪市 ドラム缶酒場えぇかげん
大阪市 居酒屋まあさん
大阪市 古川一龍書道教室
大阪市 天ぷらいちば
大阪市 りっぷスマイル
大阪市 喫茶 パウゼ
大阪市 藤和流舞踊研究所
大阪市 カラオケ オクターブ
大阪市 おごっちsou
大阪市 居酒屋 草太
大阪市 韓国炉端ヒッパラン
大阪市 BAR BATON
大阪市 A-stage１０４
大阪市 Fleur
大阪市 くろぶた
大阪市 zele
大阪市 nadeshiko
大阪市 ラ・デェス
大阪市 B riller
大阪市 大阪府立大手前高等学校内食堂
大阪市 やきとん・煮込み 串仙人
大阪市 串坊's
大阪市 びすとろひげじい
大阪市 クラフトビアバーマリシエロ
大阪市 kobakobar
大阪市 お好み焼 狸狸亭 小橋店
大阪市 和牛の壺 やまむら
大阪市 ニューライト
大阪市 まごころ
大阪市 Bar arara
大阪市 立呑み 福政
大阪市 Secret Base
大阪市 liberte
大阪市 お好み焼きすずらん
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大阪市 IL Motto
大阪市 One-G
大阪市 85stcoffee
大阪市 天乃じゃく
大阪市 ばるぼらcafe
大阪市 条
大阪市 焼肉 笑成
大阪市 PURE WHITE
大阪市 インデイバノアリラクゼーション
大阪市 石庵 西梅田店
大阪市 Venus
大阪市 ピーチ
大阪市 酒とめし ええやん
大阪市 居酒屋 ファミリ－
大阪市 Vince
大阪市 創作おでん居酒屋パドッ区
大阪市 花勢
大阪市 MYWAY
大阪市 Members 楓
大阪市 常の山
大阪市 ファンタジー・ローラン
大阪市 おいしCAFE
大阪市 梅田肉ビストロForgiven
大阪市 空心町ハナサカ
大阪市 カラオケスタジオアン
大阪市 みぃこまんま
大阪市 TRUEBLUE
大阪市 BAR SCARLETT
大阪市 いわき
大阪市 スナック美月
大阪市 居酒屋稲見
大阪市 CHOI
大阪市 睡蓮
大阪市 アーユルヴェーダサロン ウイズ
大阪市 中国菜 香味
大阪市 オレ達のタコ部屋
大阪市 デュエット
大阪市 御食事処 美和
大阪市 ガーデンカフェ
大阪市 もじゃ 坂本屋
大阪市 とぅるばるや
大阪市 さくら北夙川
大阪市 リーフ
大阪市 STUDIO217
大阪市 たこぼう
大阪市 実生MiO
大阪市 クリスティア
大阪市 Candy's-bar
大阪市 アルモンデ
大阪市 黒毛和牛焼肉と韓国料理 ハヌル
大阪市 まり
大阪市 焼き鳥いこか
大阪市 はなび
大阪市 ヴェルミヨン・マホロバ
大阪市 salonかなう
大阪市 キッチンカフェ蘭
大阪市 漁師酒屋 歩々
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大阪市 ECCジュニアBS千林今市教室
大阪市 グラス
大阪市 焼き肉ホルモン千一夜
大阪市 REX
大阪市 鶏笑上本町店
大阪市 いこいこ
大阪市 HairRoomRanjyu 
大阪市 居酒屋おかあちゃん
大阪市 吟遊家KENZO
大阪市 Growth deux
大阪市 Aile 
大阪市 和らぎ
大阪市 バー ブルーローズ
大阪市 焼肉くいや
大阪市 y'sバル
大阪市 とんぼ亭
大阪市 ワインBar charla
大阪市 てんぷら酒場 純
大阪市 酒物語
大阪市 呑み処おゆき
大阪市 カラオケ喫茶・絆
大阪市 ジュピター
大阪市 サンキュー
大阪市 睦
大阪市 Seed -Supporter's Field-
大阪市 たこ焼けんちゃん
大阪市 愉快酒場加島店
大阪市 SOULS
大阪市 marc
大阪市 お酒の美術館北新地店
大阪市 肴 やす井
大阪市 そのだや八万 
大阪市 敬光学院
大阪市 club es
大阪市 ニュー丹波
大阪市 ラッキー
大阪市 居酒屋 七福
大阪市 整体院 Physio天王寺
大阪市 REBORN
大阪市 Hit Studio
大阪市 ぶっきらBOWL
大阪市 アイシー塾
大阪市 近藤熱帯魚店
大阪市 ハツネ倶楽部
大阪市 あめのちはれ
大阪市 立呑処オレンジエプロン
大阪市 ライブハウス L-WISE
大阪市 dolce
大阪市 アトリエ・イグレック
大阪市 すし常
大阪市 つどい
大阪市 かくれ家
大阪市 スナック エトランゼ
大阪市 EPOCH
大阪市 ソーリャー
大阪市 Pardon
大阪市 ピサーノ美術研究所
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大阪市 ミニスポット セドナ
大阪市 和膳 とく家
大阪市 フランス料理ワイズ
大阪市 Proud
大阪市 立飲み・軽食 たけこ
大阪市 新ほてい
大阪市 肉食饗竜 心斎橋店
大阪市 花たか
大阪市 喫茶グリル カトレア
大阪市 日本料理 喜あじ
大阪市 お好み焼 福美
大阪市 RIVERS
大阪市 RAIN DOGS
大阪市 プラズマA
大阪市 サンルージュPARTⅢ
大阪市 酒楽彩魚ざまに
大阪市 cafe bourree
大阪市 藜
大阪市 モンテアズーロ北浜
大阪市 上町酔処 雪の宿
大阪市 和倉
大阪市 シャノワール
大阪市 SHOTBAR REGULUS
大阪市 Ｄonna Lee
大阪市 ECCジュニア下新庄駅西教室
大阪市 ECCジュニアウィズパークス大阪教室
大阪市 バンクジョンソン
大阪市 将棋クラブ（ヒューマンライフ）
大阪市 アヤザクラ
大阪市 美味in家しげ
大阪市 rebirth
大阪市 とり処 もも家
大阪市 実演手打うどん杵屋天下茶屋カナート店
大阪市 スナックまゆみ
大阪市 たこ焼きZiPANG 千林店
大阪市 板前焼肉 一雅
大阪市 カラオケ居酒屋 さくら
大阪市 lounge fairy
大阪市 中華料理店広州
大阪市 ダックス
大阪市 IRIS
大阪市 雨
大阪市 スナック夢心家
大阪市 丸十ラーメン
大阪市 スナック明
大阪市 ショットバートラッシュ
大阪市 バー シーズン
大阪市 やたがらす
大阪市 居酒屋めぐみ
大阪市 ラッキーシスターズ
大阪市 餃子専門店 味力亭
大阪市 ミンク
大阪市 トラウマ
大阪市 ダイニングバー 進
大阪市 スナック 慶
大阪市 大阪府立市岡高等学校内食堂 繁
大阪市 スナック 憩
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大阪市 Palette
大阪市 グッドナイト
大阪市 BAR PARKMORE
大阪市 プラスワン
大阪市 Slow Cafe
大阪市 スズキ療術よもぎサロン
大阪市 Reve
大阪市 大衆牛串うねり
大阪市 アクアビット
大阪市 令恩
大阪市 ひかり
大阪市 poco a poco 
大阪市 テクノNÂZO大阪イベントルーム
大阪市 季節料理つくし
大阪市 チング屋
大阪市 華のん
大阪市 Camus
大阪市 いわみトレーニングスクール
大阪市 メビウス
大阪市 ダンススクールステップ綱岡
大阪市 Bar Albero
大阪市 AmusementBar K-style
大阪市 福田塾
大阪市 ちはや１３
大阪市 山茶花
大阪市 炭火焼肉もん太
大阪市 スナック 英湖
大阪市 呑喰商 笑門
大阪市 旬魚酒菜 和さび
大阪市 アートバーOVER
大阪市 trattorianoi
大阪市 東梅田カイロプラクティック整体院内加圧トレーニングルーム
大阪市 天津
大阪市 1er Beauty
大阪市 肉 ホルモン てつ腕
大阪市 旬菜料理こころ
大阪市 まんなおし
大阪市 Dartsbar TOPROCK
大阪市 居酒屋 おふくろ
大阪市 ジアザーサイド
大阪市 旨いもんやつかさ
大阪市 TEPPAN華
大阪市 MN
大阪市 C.C.Factory
大阪市 LOUNGE TSUKI
大阪市 StandingBarふぅ～。
大阪市 まごころ料理つる井
大阪市 かとれあ
大阪市 整体・カイロプラクティック院 ALIVIO
大阪市 ゴルフフィールドスタジオ東住吉
大阪市 尺土
大阪市 槙の屋
大阪市 マイウェイ
大阪市 LUXO おだまり
大阪市 Cues  Bar
大阪市 ゆう
大阪市 Free Dom
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大阪市 bar takazat
大阪市 麻雀クラブ友遊
大阪市 居酒屋つくしの
大阪市 Damien dot
大阪市 和
大阪市 龍泉堂
大阪市 Joy’ｓ
大阪市 太公望
大阪市 和音
大阪市 ソナーレ
大阪市 海せん工房すみれ
大阪市 イタリアンバル虹
大阪市 メンバーズ セピア
大阪市 レストランバー ローレンス
大阪市 浅一
大阪市 ラウンジ阿南
大阪市 リサイクルショップヨシオカ
大阪市 エール
大阪市 AMOR
大阪市 良太郎本舗
大阪市 さつき
大阪市 そこら
大阪市 Loving mate
大阪市 F'sstones
大阪市 さかまり
大阪市 AXCELIFE
大阪市 SUPER POSITIVE BAR
大阪市 絆創膏
大阪市 sweets
大阪市 料亭 桃太郎
大阪市 メンズ脱毛サロンスマート
大阪市 Hanaya
大阪市 和み居酒屋 おばんざい
大阪市 MiMi
大阪市 Y'z BAR
大阪市 カラオケバーままや
大阪市 peace
大阪市 freestyle
大阪市 雅
大阪市 からから屋 長居店
大阪市 アプロディタ
大阪市 升屋
大阪市 公文式松屋町駅前教室
大阪市 Cafe 未
大阪市 金太郎
大阪市 IGNITION
大阪市 ルート進学塾
大阪市 JOKE CAFE
大阪市 浜久
大阪市 Nishikawa Naoko Ballet Studio
大阪市 治療院四つ葉
大阪市 GEMINI
大阪市 明光義塾 北巽教室
大阪市 炭火家 神楽 難波店
大阪市 旨い肴の立呑屋みのちゃんの店
大阪市 かあにばる
大阪市 Little paris
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大阪市 カフェアンドバービーチ
大阪市 タイ古式マッサージ スコタイ
大阪市 のえるぱん
大阪市 バル 華さわ
大阪市 優希
大阪市 汎愛高校内食堂
大阪市 バーアンバー
大阪市 steak 樹里
大阪市 Angel
大阪市 C Republic
大阪市 お好み焼きごえもん
大阪市 丸岡商店 放出店
大阪市 焼肉 河
大阪市 BOX &BAR MＯＭＯＫＡ
大阪市 おいしい水
大阪市 ウェイ ウェイ
大阪市 ナンバーワン
大阪市 Beverly Hills Nail KELLY
大阪市 イル・クアドリフォーリオ
大阪市 もしも偶然あの夜に
大阪市 ラウンジライラック
大阪市 焼肉 友園
大阪市 BEER SHOP HORITANI
大阪市 シトラスペーパー
大阪市 11点
大阪市 スキキライ 
大阪市 まるい飯店
大阪市 浜ちゃん
大阪市 ANTZ大阪心斎橋店
大阪市 REVE
大阪市 グッドホープ
大阪市 まどか
大阪市 淳ちゃん寿司
大阪市 aloalo
大阪市 サロンド坪井
大阪市 ペグライン
大阪市 BALI
大阪市 難波Mele
大阪市 nano-carbon炭 焼肉阿うん withうしげん
大阪市 串揚家 三と九
大阪市 AMARA-BALI
大阪市 バー エレファントサーカス
大阪市 おけや
大阪市 スナック天草
大阪市 Groovy
大阪市 ジャンジャン亭
大阪市 スナックわがままきまま
大阪市 Tipsy club
大阪市 鳥家 三吉
大阪市 BLONDBLOND
大阪市 カラオケ春樹
大阪市 crossfield with TERRACE LOUNGE
大阪市 ルーイ
大阪市 エルイーエル
大阪市 おやじすし一喜 蒲生四丁目店
大阪市 BAR ACCA
大阪市 鴨嘴
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大阪市 麻雀サロンステラ
大阪市 LIVE BAR OTO
大阪市 スナックピープル
大阪市 炭火かわらや
大阪市 公園前スペースいろは
大阪市 HARBOR  ナイトストール
大阪市 ほし
大阪市 大皿料理 さかな家
大阪市 Beautysalon LeiーLani
大阪市 シモンビューティークリニークさち
大阪市 ま虎っちゃん
大阪市 YAICHIRO
大阪市 nail salon Anregalo
大阪市 Bar EX
大阪市 豊八
大阪市 焼き鳥えびす
大阪市 ガクシン
大阪市 といろ
大阪市 ギャラリー菊
大阪市 笑顔
大阪市 あどらん
大阪市 とらじ
大阪市 UTABAR UCCA
大阪市 居酒屋どにを
大阪市 天神橋筋四丁目FCUK@GE
大阪市 上通り
大阪市 ABABA
大阪市 南ピアノ教室
大阪市 あんふぁん
大阪市 千夏也
大阪市 靴磨き専門店Burnish 梅田店
大阪市 居酒屋 永
大阪市 TSUTAYA
大阪市 WHISKEY
大阪市 丸一鮓
大阪市 梁山泊
大阪市 藤間流日本舞踊お稽古場
大阪市 喫茶 田園
大阪市 shantiti studio
大阪市 BAR NASH
大阪市 クルラホン
大阪市 無農薬 帝塚山フレンチ ミルメルシー
大阪市 Viola
大阪市 カラオケスナック エミハウス
大阪市 Bar FLAP
大阪市 Mizu no Oto
大阪市 Familiar
大阪市 フジフォトハウス
大阪市 スナック ピュア
大阪市 メア
大阪市 小料理ともか
大阪市 珈琲館心斎橋店
大阪市 呑み処和
大阪市 ソウル家
大阪市 タイチャイヨー
大阪市 よってこ家菅原店
大阪市 ベティ
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大阪市 ゆず
大阪市 Lilyｰリリィｰ
大阪市 そば処 善作家
大阪市 公文式 杭全3丁目教室
大阪市 スナック ムーラン
大阪市 草鍋えんや野田店
大阪市 TrueHappiness
大阪市 太白
大阪市 巡庵
大阪市 PANE e VINO OTA
大阪市 東堀音楽教室
大阪市 プライベートヨガサロン AND-E
大阪市 Dite
大阪市 スタート
大阪市 Lee Lee
大阪市 宮武酒店
大阪市 プレミア
大阪市 Climbing gym CLapple
大阪市 eclat 
大阪市 湖木
大阪市 ano nail
大阪市 スイートサロン クイン
大阪市 WAN CRAFT
大阪市 カラオケ居酒屋まる
大阪市 北浜ハイボール ハマ
大阪市 Magic Live Bar 心水
大阪市 スナック 舞
大阪市 割烹 里味
大阪市 和風料理輝
大阪市 笑房
大阪市 PIERO
大阪市 Shine Bright
大阪市 大轟書院
大阪市 BIG JACK
大阪市 立呑みSaku39
大阪市 Training Studio CROWN
大阪市 炭火焼 玉屋
大阪市 カラオケエイト
大阪市 Charites
大阪市 日本酒まつやま
大阪市 スーザン・ボウ・フューチャーズ
大阪市 ひの屋
大阪市 SSB
大阪市 GEO.MIYABI
大阪市 Bar Lounge waka
大阪市 スナックさちこ
大阪市 カレーコンドル
大阪市 プチカフェあん
大阪市 ラウンジ カオル
大阪市 とらや
大阪市 宝
大阪市 ダイニング英
大阪市 K’s
大阪市 STAR☆LIGHT
大阪市 BAR GAMI’s
大阪市 ＣａｆｅＰＯＳＴ
大阪市 たんぽぽ
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大阪市 クラブ華
大阪市 BAR RARITY
大阪市 麻雀クラブ西
大阪市 GOGURIS
大阪市 鉄板酒場９６３
大阪市 酔い処ちゃとみん
大阪市 河内屋
大阪市 ラーメン赤鬼
大阪市 サロック
大阪市 salon de soie
大阪市 稀凡
大阪市 淀屋
大阪市 地獄谷冥土バー
大阪市 SALI eyelash
大阪市 元祖もつまる本舗道頓堀
大阪市 MIKI
大阪市 すなっく古都
大阪市 トレボン 早味一鮮
大阪市 福食堂
大阪市 串かつ くぐり戸
大阪市 カラオケTUNE
大阪市 トラットリア  コメラマンマ
大阪市 スナック アビオン
大阪市 カウカニレアフラスタジオ奈美ちはるフラダンス教室
大阪市 メンバーズ愛彩
大阪市 ピース
大阪市 鳳玲軒
大阪市 バー ミディアン
大阪市 シュガー
大阪市 ヨガスタジオサマディ
大阪市 Shinsaibashi4BG
大阪市 お好み焼き みっちゃん
大阪市 cafe brave
大阪市 天ぷら酒場 ワカフク
大阪市 七星
大阪市 KS ボクシングスクール
大阪市 SEYHAN KEBAB 
大阪市 YANTA STUDIO
大阪市 サロンレディーライク ネイルサロン
大阪市 ゆかり
大阪市 Myuの館inインド料理
大阪市 居酒屋まいまい
大阪市 46
大阪市 トリプルエス 
大阪市 とだ
大阪市 エステサロン ＡＫＩＮＯ
大阪市 焼き鳥居酒屋きて屋
大阪市 東心斎橋ほおずき
大阪市 でこ
大阪市 陽だまり
大阪市 Cafe&Bar AVOCADO
大阪市 じゅんちゃん
大阪市 VINTNER
大阪市 カラオケ喫茶らん
大阪市 りんご
大阪市 かんぱい
大阪市 Cafe&Bar CROSSOVER
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大阪市 からほり天ぷらめしから天
大阪市 BAR WORLD
大阪市 うまいもん処好近
大阪市 麻雀倶楽部VIP
大阪市 ジャズＢａｒ 茶店
大阪市 呑み処きよ実
大阪市 はち。
大阪市 カラオケバーベスト
大阪市 モンテラート
大阪市 パブラウンジ ヒーロー
大阪市 ロング
大阪市 BAR〔e´m〕
大阪市 メロウアイラッシュサロン
大阪市 カフェレストラン ウイング
大阪市 庵
大阪市 グリーンカレー専門店メティ
大阪市 ダイニングバー鉄板酒場だわもん
大阪市 韓国焼肉居酒屋てじや
大阪市 韓国料理 漢松
大阪市 nighte space Q
大阪市 フードやまもと
大阪市 ORION
大阪市 フットケア＆ネイルサロン bibi
大阪市 SHADY LANE
大阪市 NANAMI
大阪市 Tennis Bar Grandslam
大阪市 海鮮イタリアンバールマン天六店
大阪市 すいか
大阪市 韓流BARchange
大阪市 CrazeK
大阪市 カラオケアーク
大阪市 balmy
大阪市 一富士南森町店
大阪市 カラオケスナックプサン
大阪市 JACKROSE
大阪市 ALLURE
大阪市 お好み焼きおはな
大阪市 公文式 阪南小学校前教室
大阪市 カラオケ喫茶つどい
大阪市 煙
大阪市 スナック シャロン
大阪市 ナイトインシュア
大阪市 Annex
大阪市 ひな
大阪市 東雲
大阪市 カラオケ喫茶 リズム
大阪市 康美
大阪市 和音（ハーモニー）
大阪市 鴨鍋 福住
大阪市 遊食空間 おかげさま
大阪市 マザーリーフ
大阪市 GOTHAM
大阪市 キ－ボ－ド
大阪市 旬菜料理おりがみ
大阪市 やきとり一番下新庄店
大阪市 Natural cafe&bar mofu mofu
大阪市 千日前やすだや千日前店
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大阪市 藍
大阪市 当志郎
大阪市 Cocode
大阪市 Kamomi style
大阪市 麻雀クラブDAIWA
大阪市 Jannah
大阪市 BLUE MOON
大阪市 ジョージリサイクル
大阪市 宮島珠算教場
大阪市 公文式三津屋中央教室
大阪市 麺匠はなみち十三店
大阪市 梨
大阪市 まことや本舗
大阪市 まつえ
大阪市 崔の家
大阪市 snack&BAR 203
大阪市 野村酒店 立飲み
大阪市 Ray
大阪市 SHOT BAR HOTBOX
大阪市 Calla阪急三国店
大阪市 ビストロにしかわ
大阪市 BangBang
大阪市 Maple
大阪市 紅陽堂
大阪市 EVEMOTION
大阪市 ほのか
大阪市 くまくま
大阪市 オンニー
大阪市 Bar ひろこ
大阪市 手作り料理 憩や
大阪市 カラオケスナック 好き
大阪市 ミハラ
大阪市 知里登里
大阪市 ｆｉｖｅ ｓｔａｒ
大阪市 ププラ
大阪市 エイトフィンガズ
大阪市 smile
大阪市 へのかっぱ
大阪市 森岡ガクブチ製作所
大阪市 リラックスビューティーサロン ACBY
大阪市 BASEBALL BAR Gee
大阪市 泉尾スタジオ
大阪市 やよい軒扇町店
大阪市 サロン君屋
大阪市 MOON
大阪市 キャピタル
大阪市 レストラン マンゲイラ
大阪市 千鶴
大阪市 FIJI BAR Osaka DINNING BAR
大阪市 かぶら亭
大阪市 めんばーず   湯川
大阪市 Bar MM
大阪市 珈琲館ヤマト
大阪市 グランブルー
大阪市 Beehive
大阪市 寿し兆
大阪市 大人のたまりBAR FULLCOUNT
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大阪市 Toujours
大阪市 神十蕎麦
大阪市 髭政
大阪市 Bar M2
大阪市 B.B.Q MOU
大阪市 T-CREW
大阪市 御食事処 花道
大阪市 河島寿司
大阪市 日の本
大阪市 ハワイレコード
大阪市 文庫 櫂
大阪市 Arpan
大阪市 パーソナルスタジオriq-ライク
大阪市 居酒屋きらく
大阪市 Bardis
大阪市 FOOD ＆ BAR M’ｓ
大阪市 美GRACE
大阪市 酒堂 庶
大阪市 KOBAKO
大阪市 DEAN
大阪市 旬采居酒屋 ながら、
大阪市 カラオケ居酒屋凛
大阪市 Rainbow Kitchen
大阪市 パブ フラッシュ
大阪市 Rie cocoro cooking
大阪市 爽麗樹
大阪市 Salon de AManTo 天人
大阪市 LaLUMIERE
大阪市 海の彼方
大阪市 焼き鳥居酒屋 羽二羽
大阪市 カラオケステージTAKE
大阪市 たこ焼きdiningギルド
大阪市 クローバー
大阪市 リンパサロンbelta
大阪市 橘子（オレンジ）
大阪市 龍
大阪市 みとう
大阪市 HRIM
大阪市 エトワール･アルファ
大阪市 ピアノバー
大阪市 畑
大阪市 もつ鍋ぼん
大阪市 スナック桃太郎
大阪市 楽読天王寺駅前スクール
大阪市 宝楽三
大阪市 Yatara spice
大阪市 MASQ
大阪市 Yuki
大阪市 七福神
大阪市 レストコーナー史
大阪市 居酒屋 まるさか
大阪市 酒房 愛ちゃん
大阪市 DogSalon りんりんらんど
大阪市 十代橘
大阪市 酒場トペ
大阪市 松崎屋
大阪市 fal  Borderless kitchen
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大阪市 カラオケ喫茶スリーナイン
大阪市 DiningBar Wish
大阪市 JUNE
大阪市 ＭＩＣＫＥＹＳ，ＢＡＲ
大阪市 千世
大阪市 桔梗
大阪市 AnaTra
大阪市 スパゲッティ タブキ
大阪市 ホウライカメラ
大阪市 ルミナス 
大阪市 天富
大阪市 巴うどん
大阪市 Salon de Rei
大阪市 居酒屋ありす
大阪市 TCG Bar FUN
大阪市 Dick
大阪市 喜楽
大阪市 唐変木
大阪市 すし中
大阪市 旬味やま川
大阪市 喫茶BiBi
大阪市 カラオケ喫茶もりもと
大阪市 丸太屋
大阪市 公文式本田小前教室
大阪市 長寿園
大阪市 BAR SEVEN ISLES
大阪市 串酒場チチカブ
大阪市 BLOODYROUGE OSAKA
大阪市 公文式 三明町教室
大阪市 Cafe＆Bar L‘arbre
大阪市 salon de ely's
大阪市 GALWAY
大阪市 穂和伊都
大阪市 BAR ROBIN
大阪市 バーキジュン
大阪市 高麗
大阪市 BAR BIANCA
大阪市 やきにく だいき
大阪市 焼肉ホルモン かわはら
大阪市 大峰
大阪市 鳥一 チキンワン
大阪市 シュガーレイ
大阪市 ラックタイ
大阪市 かよい
大阪市 Ｏｃｔａｖｅ
大阪市 からおけ美
大阪市 セルフィッシュ
大阪市 いっちゃん
大阪市 バリ・カメリア
大阪市 スナック 木綿
大阪市 Maya Belly Earth Company
大阪市 炭火焼 えん
大阪市 ３カラット
大阪市 粉もん屋とん平 東三国店
大阪市 焼肉あうん カラオケかなで
大阪市 RE PLAY
大阪市 bar j'
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大阪市 カラオケ・メロディー
大阪市 POP BAR
大阪市 Cavy music room
大阪市 からから苑
大阪市 ベアーズキッチン
大阪市 Aquastyle Showy
大阪市 王記美食楼
大阪市 西洋館
大阪市 Lea ful
大阪市 Bar 1959
大阪市 Nur
大阪市 益田珠算塾
大阪市 EQWELチャイルドアカデミー つるみ教室
大阪市 B.M.T
大阪市 麻雀店 新深江
大阪市 バーラウンジリン
大阪市 ABEリズムアカデミードラムスクール
大阪市 ウイスキーバーサトウ
大阪市 近所のおばはん
大阪市 BAR Simbar
大阪市 エニグマ
大阪市 俺の味なかむら
大阪市 カラオケ RATAN ラタン
大阪市 スズキスタジオ
大阪市 DONKU2
大阪市 ゴルフスタジオL
大阪市 morika
大阪市 桜ノ宮心理相談室
大阪市 The Moon
大阪市 マイアミィ
大阪市 愛幸
大阪市 カラオケ朱雀
大阪市 Beauty salon hana
大阪市 康
大阪市 Nails you
大阪市 Five Hundred Bar
大阪市 得一
大阪市 夢燕
大阪市 オイソ
大阪市 料亭 神島
大阪市 ディアマール
大阪市 ひろ
大阪市 カフェフルー
大阪市 お多福
大阪市 SAT Balloon
大阪市 兎月屋書店
大阪市 メンバーズ池上
大阪市 ちょこっとchina てんしとあくま
大阪市 街灯り
大阪市 メロデイ
大阪市 Bar MAIN
大阪市 白堊整体院
大阪市 Nail salon piisty
大阪市 てげてげ AZUMAN
大阪市 奏
大阪市 金魚姫
大阪市 Ｍｒ．Ｓｈｉｎの店
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大阪市 純恋
大阪市 雪月花
大阪市 チング
大阪市 一八
大阪市 まみ
大阪市 八光
大阪市 ジョーズ
大阪市 おおはら
大阪市 やおきうどん  
大阪市 カラオケ うさぎ
大阪市 青葉城
大阪市 たか兵衛
大阪市 お酒といろいろバンコ
大阪市 みたび
大阪市 Nail Salon HAPPINESS
大阪市 Mity
大阪市 串屋唐
大阪市 居酒屋 いち
大阪市 わたしのハイフ 梅田店
大阪市 Vivaluce
大阪市 中国インタートラベル
大阪市 びーどろ亭
大阪市 ネイルサロン オートクチュール
大阪市 Muu
大阪市 三雅家
大阪市 Santa Clara
大阪市 西海酒販ＢＬＵＥＷＡＴＥＲ
大阪市 カラオケバーオリーブ
大阪市 ころころ
大阪市 焼鳥酒房まいど
大阪市 ふじ
大阪市 あんず
大阪市 十勝野
大阪市 South88
大阪市 新お多福
大阪市 かちとんぼ
大阪市 松庵まえ川
大阪市 Ｍｉｄｗａｙ
大阪市 つるふく
大阪市 SnackMatey
大阪市 Redsolebar
大阪市 松井ピアノ教室
大阪市 悠
大阪市 しめの里
大阪市 串かつ酒房 盛隆軒
大阪市 スナック毬
大阪市 Club卑弥呼
大阪市 stand HACHI  
大阪市 你好
大阪市 mi・yu・ki
大阪市 スナックjune
大阪市 for you 伸子
大阪市 BAR JUNK
大阪市 FOOD＋DARTS BAR BULL
大阪市 ゆき
大阪市 Lilas
大阪市 アニエルドール
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大阪市 せんどう
大阪市 COLOR.S
大阪市 はつ瀬
大阪市 H.M personal GYM
大阪市 焼鳥dining暁
大阪市 カラオケ フレンド
大阪市 カラオケサロン来夢
大阪市 BAR IRIE
大阪市 ケンズクラブドットジェーピー
大阪市 三都
大阪市 SOUL．K
大阪市 ソウル屋
大阪市 aimaFIT
大阪市 DRESS
大阪市 BAR monk
大阪市 公文式 茨田西教室
大阪市 スナック幸子
大阪市 HIPPO
大阪市 MOAI THE BAR
大阪市 Perf.日本橋
大阪市 NANA PLAZA
大阪市 たこつぼ
大阪市 BARラフテル
大阪市 フリーマン
大阪市 ミューズ
大阪市 ゴールデン玉川
大阪市 カフェアンドギャラリーモク
大阪市 ZilL
大阪市 萬来寿司
大阪市 集い
大阪市 リラクゼーションサロン マダムロッソ
大阪市 舟島料理教室
大阪市 アロアロ
大阪市 ボディスマイル
大阪市 水成書店
大阪市 カラオケ 扇翠
大阪市 OSAKA酒場あじひと 
大阪市 かりん
大阪市 CUUA
大阪市 知代乃
大阪市 すたんどカメレオン
大阪市 VIOLA
大阪市 立ち呑み食堂きたよし
大阪市 BARメンヘラの壁
大阪市 遊覧船
大阪市 BarNEET
大阪市 ムジカスケッチ
大阪市 Dada Bar 
大阪市 雅
大阪市 女が階段を上る時
大阪市 Bar Sasha
大阪市 かくれんぼ
大阪市 たまりば
大阪市 ECCジュニア伝法教室
大阪市 居酒屋 美はち
大阪市 東方芸術
大阪市 トラットリア モンテネーゼ
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大阪市 LILICOCO（リリココ）
大阪市 アトリエ Lycee
大阪市 ラウンジ 風林火山
大阪市 焼き鳥屋 春のおがわ
大阪市 ハングル語学堂大阪上本町校
大阪市 nail salon Mieux +
大阪市 U.S.TOYS
大阪市 お好み焼き鉄板焼き 春夏○冬
大阪市 カラオケスタジオ みやび
大阪市 今昔亭
大阪市 after hours
大阪市 カラオケ喫茶 舞
大阪市 西田商店
大阪市 bar AriA
大阪市 大阪速算会中橋そろばん教室
大阪市 タンメン専門店 満菜
大阪市 Magic Bar CARD SHARK
大阪市 元家
大阪市 お好み焼き いのうえ
大阪市 Ｂａｒ 順子
大阪市 旭星
大阪市 カラオケ竜
大阪市 さか本鮨
大阪市 カラオケ喫茶マミー
大阪市 bar mask
大阪市 華手毬
大阪市 ここケット
大阪市 料亭 万清
大阪市 ピエロ
大阪市 天真留
大阪市 Te Amo 
大阪市 Balls8
大阪市 竹田カイロプラクティック研究所
大阪市 長浜やっさん
大阪市 ながもと
大阪市 Ants'coffee company
大阪市 八千草
大阪市 徳島
大阪市 BAR モルタル
大阪市 ザ・ルーム・フルーレ
大阪市 かく庄
大阪市 harunchi
大阪市 カンファレンスルームVivi
大阪市 ｍｅｍｂｅｒｓＭＫ
大阪市 EL CAMINO
大阪市 Office ALLY
大阪市 BAR大阪喫茶部
大阪市 ワントンハウス
大阪市 居酒屋&BAR ROOMS
大阪市 ミュージックスクール ムジカホリック
大阪市 ぜろ
大阪市 Salon de VISOA
大阪市 １７８ん処
大阪市 かなえ寿司
大阪市 AiCONIQ
大阪市 パルティール
大阪市 アトリエ・タルターニ
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大阪市 まるふ食堂
大阪市 club JeweL
大阪市 ワンモアチャンス
大阪市 壱丸ラーメン
大阪市 salon de Ahn
大阪市 サロンドフルベールドーム前千代崎店
大阪市 petit petite
大阪市 スナック美花
大阪市 カラオケスナック圓
大阪市 ニューステップ
大阪市 味弥屋
大阪市 大家
大阪市 OCEAN
大阪市 bijoux
大阪市 和牛焼肉一
大阪市 カラオケわいＣＨＥ
大阪市 7/Na
大阪市 上本町四つ葉カフエ
大阪市 llena
大阪市 リトルクレヨンズ英会話教室
大阪市 Ｏｗｌ
大阪市 猫の恵庭
大阪市 SPADE
大阪市 もつ鍋みやわき
大阪市 エデン特急
大阪市 地酒とさかなの店みつや
大阪市 居酒屋 和
大阪市 トリンプ大阪
大阪市 バー アンバランス
大阪市 KILOS
大阪市 ふるーる
大阪市 LUXURYSPACE LADYGO
大阪市 Varity Bar Foolish 
大阪市 鳥タイム
大阪市 ブロディーナ
大阪市 祝津
大阪市 螢
大阪市 K's HILLS
大阪市 月額BAR
大阪市 焼肉ゴンチャン
大阪市 海
大阪市 みたりや
大阪市 美里
大阪市 大阪刀剣会
大阪市 Etoile du Soir
大阪市 虹色喫香堂
大阪市 カラオケステージＧちゃん＆Ｂちゃん
大阪市 ラミュー
大阪市 ＤＯＰＥ十三本町
大阪市 SAMANSA
大阪市 Ａｕｒｏｒａ
大阪市 大衆酒場楽園
大阪市 北新地鶏屋さん羽
大阪市 ネムノキ
大阪市 bar willin'
大阪市 焼き鳥すみの
大阪市 Ecole de Bouquetier
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大阪市 パルロワ
大阪市 ＫＪ
大阪市 WOLF BASE
大阪市 Sakura櫻
大阪市 リブラ
大阪市 麺や天四郎
大阪市 jiji
大阪市 HanaHana
大阪市 寿し花ざくら
大阪市 画廊 大千
大阪市 呑み処 ひさと
大阪市 ほろ酔い処新鉄丸
大阪市 タワンタイ
大阪市 DEEP
大阪市 ラウンジ邦
大阪市 串カツ処 串忘
大阪市 ad hoc
大阪市 ＣＡＮＤＹ
大阪市 てっぺん
大阪市 ダイニングバー4038
大阪市 吉川古道具店
大阪市 TRY
大阪市 カフェ＆バー CURIOUS
大阪市 ビット社サブカレッジ
大阪市 ラ・ヴェリテ
大阪市 雀荘 クラブ正
大阪市 焼とんじん家
大阪市 プライベートサロンM.ap...
大阪市 ひと・とき・そらの間
大阪市 Pooky nails 
大阪市 Handmade Space 22
大阪市 ビューティーサロン ループ
大阪市 Re:m
大阪市 Marilyn
大阪市 居酒屋幸乃
大阪市 Salon de rêve musique
大阪市 R BAR
大阪市 喫茶ひろ
大阪市 Napヴァイオリン教室
大阪市 音楽室さくら咲la
大阪市 101わんおーわん
大阪市 せかんど
大阪市 居酒屋 ごん太の家
大阪市 ROCK BAR CHŪ
大阪市 ダンススタジオ ナタラジャボックス
大阪市 cherry
大阪市 Romy Music School
大阪市 ニッカバー北堀江
大阪市 ネイルサロン  Richer
大阪市 Pure Moon
大阪市 RU-SHI
大阪市 桃園
大阪市 JUSTランニングクラブ
大阪市 るーちぇ
大阪市 una rana 
大阪市 楽酒きたがわ
大阪市 味菜
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大阪市 炭火焼き 居酒屋 ごくう
大阪市 居酒屋どん
大阪市 アペンツェル
大阪市 cafe47
大阪市 演技倶楽部スペース
大阪市 NOAM
大阪市 なんばボディクリニック
大阪市 久住ギター教室
大阪市 寿司ＢAＲ 〇BOZU
大阪市 カラオケ喫茶 スマイル
大阪市 奥田珠算教場
大阪市 まつげエクステサロンLuLu
大阪市 公文式内代教室
大阪市 eyelash&nail salon8
大阪市 ビストロ酒井
大阪市 KIRIVE
大阪市 遊食家
大阪市 Fetishi-SM
大阪市 キィハンター
大阪市 アラカルト13
大阪市 ユーガ
大阪市 GREEN
大阪市 福すし
大阪市 らぐう
大阪市 中津囲碁センター
大阪市 みんなの部屋
大阪市 月
大阪市 サクランバーアンク
大阪市 スナック心
大阪市 サロン  ソレイユ
大阪市 123KITCHEN
大阪市 焼酎おばんざい美美ちゃん
大阪市 慈琳
大阪市 ルネッサンス
大阪市 SHOCKS
大阪市 ACUSiA
大阪市 Cocon Le Cafe
大阪市 ボードゲームプレイスペースkinkedtail
大阪市 若獅子会館
大阪市 鶏焼肉Pele
大阪市 キックボクシングパーソナルジムSTYLE上本町
大阪市 BLUE FIN DIVING PRO SHOP
大阪市 The Melody
大阪市 織恋路
大阪市 8proud 京橋
大阪市 手ぬきご飯と酒の店 くずや
大阪市 Angelic Venus
大阪市 リオンカフェ
大阪市 majo
大阪市 Nail Salon Humming Bird
大阪市 アップルコミュニケーションズ
大阪市 カフェノア
大阪市 結婚相談所ペアマリッジ
大阪市 きもの蔦
大阪市 きらり
大阪市 ひょうたん
大阪市 韓国語テラス
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大阪市 心
大阪市 井上総合整体院
大阪市 光味園
大阪市 foot&nail epices
大阪市 wie ein BLITZ
大阪市 YTO
大阪市 共伸スクール学志塾
大阪市 鉄板Ｄｉｎｉｎｇ新井
大阪市 山野愛子どろんこ美容 エスティー
大阪市 むつごろう
大阪市 日本盛
大阪市 聖和学院インターキッズ
大阪市 ガーデンズ・アカデミー
大阪市 誉
大阪市 居酒屋ケンちゃん
大阪市 le vent  ル・ヴァン
大阪市 究極らーめん
大阪市 もみじ
大阪市 LOCUS
大阪市 hakomittsu.
大阪市 すし青木
大阪市 フェローズビジネススクール
大阪市 ネイルサロン MIZUKI
大阪市 福満屋
大阪市 くいもんや たいへい
大阪市 M’s salon 
大阪市 考学院セミナー
大阪市 村上珠算塾
大阪市 dear.nail
大阪市 ナオト水産
大阪市 珈琲館 麗門
大阪市 囲炉裏バーKP
大阪市 地鶏食彩 陶
大阪市 ECCジュニア西宮原一丁目教室
大阪市 王宮
大阪市 桜や
大阪市 お食事処三久
大阪市 酒肴屋
大阪市 日本酒と創作和食まどあかり
大阪市 プラージェ
大阪市 喫茶 ワンアップ
大阪市 true鍼灸サロン
大阪市 かれん
大阪市 スパイラル イン ザ トリップ
大阪市 フォトデリック
大阪市 加野屋
大阪市 華医整体
大阪市 縁家
大阪市 ミクサージュ
大阪市 松山バレエ学校大阪天満橋教室
大阪市 ラ・ターブル・アン・プリュス
大阪市 オステリアレーブ
大阪市 Rioフラワー・カラースクール
大阪市 居酒屋&ダイニング優姫
大阪市 private gym LEON
大阪市 Alam.Hati
大阪市 岡本四段将棋教室
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大阪市 スタジオまほろま
大阪市 ＳＵＮＲＩＳＥ
大阪市 padGALLERY
大阪市 hasu-noHa
大阪市 Kanpeki Learners
大阪市 花みずき
大阪市 らーめんやまふじ堺筋本町店
大阪市 麺屋つばき寺田町
大阪市 炭火やきとり将吉
大阪市 玉造ギタースクール
大阪市 やきそば頂
大阪市 黒田進学ゼミ
大阪市 in the base
大阪市 オステリア di チャンスー
大阪市 ミル
大阪市 花粉 FIRST
大阪市 DW PLANNING セッションルーム
大阪市 Dance Lab. CLAP
大阪市 やきとり 岩﨑笑店
大阪市 TAKE ONE
大阪市 eyelash&nailsalon glay
大阪市 四川料理 鴻成
大阪市 シリンジェ
大阪市 An
大阪市 リバイバル
大阪市 鉄板焼き歩
大阪市 栄
大阪市 ういうい
大阪市 スタジオシード
大阪市 リブグーイングリッシュアカデミー
大阪市 Office Faith
大阪市 FALAFEL SABABA
大阪市 なにわ料理有
大阪市 とかとか より処
大阪市 Area26
大阪市 LEYLINE CLOTHING 
大阪市 お好み焼きチェリー
大阪市 スタンドふじもと
大阪市 容花書院
大阪市 petit vert
大阪市 まいど！とよとよ
大阪市 koa
大阪市 ロイヤルエイト
大阪市 Lef.made
大阪市 みてみてや
大阪市 蛸福神鴫野店
大阪市 サロン クラージュ
大阪市 VODKA
大阪市 Salon de Clre
大阪市 コスモゼミナール
大阪市 BODY CARE はづき
大阪市 レンタルスペース ルーカス
大阪市 焼鶏 当り八
大阪市 いこい
大阪市 出入橋 助六
大阪市 海鮮居酒屋八角
大阪市 8
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大阪市 Cafe Champ
大阪市 結婚相談所くれいん
大阪市 LITTLE FOREST
大阪市 Salon 麗
大阪市 創作焼肉 阿吽
大阪市 スペイン語/英語サロン・MERIDA
大阪市 松岡ギター教室
大阪市 松陰塾  新森古市校
大阪市 フレッシュベーカリー クレセント
大阪市 CHANCE online
大阪市 隆福
大阪市 office MAMBA ウェリスジオ梅田サロン
大阪市 居酒屋匠
大阪市 いか柳 住吉苅田店
大阪市 SS旅行
大阪市 元岡ピアノ教室
大阪市 ありがと屋
大阪市 手作りサンドはさみ
大阪市 ハレル
大阪市 八栄亭
大阪市 川井チェンバロハウス
大阪市 茶話空間フルーヴ
大阪市 はんなん子供アトリエ
大阪市 みらく
大阪市 脱毛キング
大阪市 DOG愛
大阪市 英会話のエコーリンガル
大阪市 103style
大阪市 ピアノ教室 Kravier
大阪市 多目的レンタル空間Ａｓｐａｃｅ
大阪市 禅
大阪市 アヴォンリー イングリッシュカフェ＆スクール
大阪市 ゆる音や
大阪市 麺処三上家
大阪市 英進塾
大阪市 AMIKA
大阪市 MACHETE
大阪市 中国料理 黄酒家
大阪市 Ａｍｏ ＮＡＩＬ
大阪市 MICランゲージスクール
大阪市 麺屋 作丸
大阪市 キャンアイドレッシー 南森町店
大阪市 あじむどり住之江店
大阪市 ごはん屋さん いーと
大阪市 ぽれぽれ studio
大阪市 3leep（スリープ）
大阪市 お好み焼 えりな
大阪市 やきとり一番
大阪市 喫茶ハッピー
大阪市 ROSE BODY
大阪市 立ち呑み やっすん
大阪市 sourire
大阪市 豚たん 天満店
大阪市 A nail
大阪市 鶴天
大阪市 裁縫教室
大阪市 ゴールドストロベリーシェイキ
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大阪市 マルイチ
大阪市 HappyLeafMusic
大阪市 やま小屋
大阪市 狸狸亭
大阪市 鉄板dining だんぼ
大阪市 倶蘇酡麗
大阪市 エーシステム整体院
大阪市 公文式 天保山教室
大阪市 大阪教育舎
大阪市 ぐりたこ
大阪市 プルンニー
大阪市 上六話し方教室
大阪市 Maria English School
大阪市 ヒューマンリアリティ
大阪市 オールコネクション住之江
大阪市 BODYMINDCREATION にじいろスタジオ
大阪市 なんくるないさ
大阪市 立呑処  荻野酒店
大阪市 PARAFUSE.
大阪市 フェアリーバレエスタジオ
大阪市 中華料理 天頂
大阪市 やきとり鳥白
大阪市 神の手 整体院
大阪市 アガッタ！
大阪市 南堀江音楽塾
大阪市 ボート免許近畿
大阪市 古今ここん
大阪市 ニューナイト
大阪市 Cantik Abadi
大阪市 豊崎飯店
大阪市 ひなた
大阪市 絹座
大阪市 カレイドスコープ フォトン 住吉教室
大阪市 大阪焼 大阪屋
大阪市 焼き鳥居酒屋「俺ん家」
大阪市 焼く鳥屋 射場本 大阪港本店
大阪市 カリーナ
大阪市 和福
大阪市 タンドゥール
大阪市 七五三
大阪市 月ふたつ
大阪市 とりやい亭
大阪市 Ｓ’ａｌａ Ｌ’ｙｒａ
大阪市 にゅうとらる
大阪市 ドッグホテル＆サロン EIGHT DAYs
大阪市 BROOK NOA
大阪市 母の味
大阪市 upstartボクシングフィットネスジム
大阪市 YandA
大阪市 花丸軒
大阪市 GIOCARE
大阪市 LAGOON 東三国店
大阪市 カシェット本町橋
大阪市 よしたろう
大阪市 アトリエローズ
大阪市 ラニスピカ
大阪市 &M ballet studio
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大阪市 ニュートラルネイルケアアンドアーツ
大阪市 沖縄そば令和
大阪市 立呑越智
大阪市 Mnail
大阪市 北辰塾
大阪市 韓和Diningいと
大阪市 居酒屋なか乃
大阪市 シードリームつるみｂｙ横谷企画
大阪市 宝石・眼鏡・時計の辻田
大阪市 芦田ギター教室
大阪市 ヘルシーメルシー
大阪市 Total Beauty Salon肌屋
大阪市 CPサロンシエスタ
大阪市 ナム
大阪市 立呑屋さん
大阪市 漁火
大阪市 カフェ・アール おばんめし
大阪市 餃子さんじゅう
大阪市 feliz
大阪市 和
大阪市 GOLDY JAPAN
大阪市 gracias
大阪市 Buffalo29
大阪市 なべ一品料理かわもと
大阪市 まま子のきっちん
大阪市 まかない処もっちゃん
大阪市 あたらよ
大阪市 International Bunka Bar
大阪市 楽読京橋スクール
大阪市 R salon
大阪市 Aki and mon ami
大阪市 Anela
大阪市 うぐいす
大阪市 ECC駒川教室
大阪市 スタジオYOKO
大阪市 かふぇ Be-yan
大阪市 リラクゼーション アカシア スパ
大阪市 vivace
大阪市 ENGLISH PALETTE 
大阪市 匠海山 ととにぃ
大阪市 南船場Nat's食堂
大阪市 ペンギン英会話スクール
大阪市 折衷料理Nakajima
大阪市 studio bulk
大阪市 与志
大阪市 お好み焼きさくら
大阪市 さかな屋さんの居酒屋さん
大阪市 花より男子
大阪市 本場地鶏の店かごんま
大阪市 酒場 大旦那
大阪市 Riches
大阪市 ヘアメイク田頭
大阪市 山田宏甫 華道教室
大阪市 キウイゲームズ新大阪南方店
大阪市 Enu accessories 
大阪市 ランコントル
大阪市 Zero 城東店
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大阪市 なにわ亭
大阪市 エトワール企画
大阪市 お食事処 藍
大阪市 BodyOrganizer HINA 
大阪市 モナミハーブ＆フラワーデザインスクール
大阪市 Siesta大阪心斎橋
大阪市 船場丹丹
大阪市 lilac
大阪市 トータルビューティーサロンnine eight
大阪市 鉄板焼ピノキオ
大阪市 Saoriソムリエ教室
大阪市 うれしい居酒屋酒歌
大阪市 manula yoga
大阪市 アトリエ景
大阪市 Studio&Cafe Make 
大阪市 Happy Kids English School
大阪市 プライベートサロン Le Soleil
大阪市 居酒屋 酔蓮
大阪市 ＲＡＳＡＨＡＲＡ
大阪市 beauty granz
大阪市 nail salon into_
大阪市 居酒屋スタンドジョン
大阪市 Lia kule'a
堺市 ふくふく家
堺市 ラウンジフローレンス
堺市 一品料理よかにせ呑
堺市 カラオケスタジオ 演芸館
堺市 カラオケ歌芳
堺市 メンバーズ 水希
堺市 居酒屋よし乃
堺市 呑み処だんだん
堺市 三原台学習塾
堺市 カラオケ喫茶 シルク
堺市 スナック 裕
堺市 居酒屋 一休
堺市 きよし
堺市 麻雀クラブ一竜
堺市 ほろ酔い さと
堺市 CHILLING
堺市 スナック愛
堺市 屋台おでん もりもと
堺市 カラオケスタジオ スターライト
堺市 唄の店 祭
堺市 スナック Port
堺市 末広すし
堺市 カラオケ喫茶 小麦
堺市 カラオケ喫茶 微笑
堺市 スナック よこはま
堺市 ザサーフライダーズ
堺市 ピアチェーレ
堺市 日本酒横丁310
堺市 喜楽屋一心
堺市 ヒーリングサロン コスミック
堺市 レストランハウス カルト
堺市 寿司ダイニング シーグレイス
堺市 まぐろ日本酒スタンドバル寛十郎
堺市 エニブリュ
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堺市 Red Stone Coffee
堺市 串カツ専門店あさひ 中百舌鳥店
堺市 びっくりドンキー上野芝店
堺市 囲炉裏乃逸品
堺市 AhahaDome
堺市 コロケット
堺市 キッズエデュケーション
堺市 ダルマ食堂･プルポ･シーガルダイナー
堺市 学習塾TRIUMPH
堺市 株式会社キタカツ
堺市 BINCHOTAN YAKITORI KINOSHITA
堺市 麻雀4strong
堺市 FUSION STYLE 堺本店
堺市 ジーニアス知能教室 北野田本部教室
堺市 ハイパーアロー深井店
堺市 和kitche五四季
堺市 串料理 竹笛
堺市 わたしのハイフ 堺店
堺市 炭火焼肉 武蔵 堺店
堺市 焼肉フタバ 北花田店
堺市 焼肉萬輝
堺市 合資会社ディーズミュージック音楽教室
堺市 グレープヴァイン
堺市 ＤＯＧ Ｓａｌｏｎ ＲｉＲｉ
堺市 ＪＳＮインドアテニスアリーナホリゾン
堺市 gourmet&galleryTARU
堺市 京遊膳 野の花
堺市 La Clef 鳳店
堺市 公文式 高倉台教室 
堺市 自鶏焼き   かし和
堺市 Smile カイロプラクティック・整体
堺市 串かつ太助
堺市 勝太呂
堺市 Boy's SNACK SHO
堺市 NEO.Darts/Factory
堺市 お好み鉄板焼 梨華
堺市 J サーキツト中もず
堺市 M.O.Cスタジオ
堺市 鉄板焼JIN
堺市 piar
堺市 居酒屋ちえ
堺市 BAR.9
堺市 パインツーリスト
堺市 つつみ
堺市 Treasure Island 
堺市 鉄板居酒屋のりきち
堺市 バイロンイングリッシュスクール
堺市 Journey
堺市 AnniversarySalonLicht
堺市 relaxation salon～sora.～
堺市 中島
堺市 リラクゼーションサロン アンジェーム
堺市 StudioToiple
堺市 優
堺市 テムジン
堺市 居酒屋ゆき菜
堺市 空
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堺市 カラオケBARハピネス
堺市 カラオケスタジオ秋月
堺市 スナック真理
堺市 酒処 聖
堺市 ファミリーカラオケスナック由加里
堺市 カラオケスタジオSJ
堺市 グリル春日
堺市 SakuraNail
堺市 居酒屋 裕彩
堺市 カラオケ喫茶 八車
堺市 沖縄料理あだん
堺市 焼肉フタバ 翁橋店
堺市 創作居酒屋 雅
堺市 蔵屋敷
堺市 Home made Baru 卓の友 
堺市 ごんべ衛
堺市 廚
堺市 トレーニング&ヨガスタジオBROR
堺市 テールトップ
堺市 田中楽器音楽教室
堺市 登美丘そろばんスクール
堺市 すし嘉 長尾店
堺市 桜月
堺市 フライングスコット
堺市 ダーツ&バー ジェロニモ
堺市 海
堺市 松毬
堺市 リラクゼーションサロンSUAI
堺市 旬のさかな総
堺市 グランド翁橋５号館１０５
堺市 カラオケダイニング Bell
堺市 ECCジュニア浜寺石津東教室
堺市 まつ毛エクステ専門店 boss Eyes
堺市 スナック美洧
堺市 喰酒屋ぼく
堺市 カラオケ喫茶りぼん
堺市 乾杯
堺市 luminosita
堺市 りおりお
堺市 LINK
堺市 ウインク
堺市 BAR村上
堺市 ジェラート・ミラノ
堺市 スナック与志美
堺市 酔ってこ屋 恒幸
堺市 ベスト観光ＯＳＡＫＡ
堺市 創作季節料理和彩
堺市 Remi
堺市 すし嘉
堺市 お好み焼きのりちゃん
堺市 NEPALI RESTAURANT BEBIKA
堺市 手作りパン教室FUCCA
堺市 ダイニングバーBanyan
堺市 初音
堺市 リラクゼーション整体hana
堺市 The OLD TOM
堺市 公文式 船尾教室
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堺市 ヘアメイク教室
堺市 スナック炎
堺市 ペニンシュラ
堺市 FreeStyle
堺市 カラオケスナックムーンライト
堺市 ストロベリーシンドローム
堺市 鳥の郷
堺市 薫風
堺市 ひょうたん
堺市 カラオケ かめちゃん
堺市 ANTAEUS
堺市 sutudioATHENA
堺市 ラーメン かまん
堺市 Dining&Wine Story
堺市 美ケアサロン magnolia
堺市 鉄板もんじゃ膳
堺市 焼肉 大
堺市 スワンレデイー
堺市 カントリーサロンリオール
堺市 麻雀部屋 どすこい
堺市 hi-chi
堺市 Wrinkle
堺市 はなぐるま
堺市 サロン ディオ
堺市 居酒屋ゆか
堺市 着物Ｏｌｄ＆Ｎｅｗたんす屋パンジョ泉北店
堺市 カアナパリ
堺市 あじと
堺市 Bar sally
堺市 麦一
堺市 美勾堂
堺市 ＥＣＣ北野田教室
堺市 snack さくら
堺市 ひろみ
堺市 麻雀トントン
堺市 夢塾
堺市 カラオケはな
堺市 やきとりのぶ
堺市 仁奈
堺市 キフネ
堺市 花鳥庵 初芝店
堺市 歌唱道 ダイヤ歌謡学院
堺市 すし富
堺市 スナックグロー
堺市 焼肉 龍
堺市 まあじゃんパーク
堺市 SEA
堺市 やきとり房
堺市 とりよし
堺市 鉄板ちゃんこ暖
堺市 スナック むーらん
堺市 ECCジュニア金田新田教室
堺市 Dogcafe&Barmint
堺市 メッセ美原テニススタジアム
堺市 スナックみき
堺市 季節料理 ゆず木
堺市 ネパール・インド料理DEVI
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堺市 肉呑処 平野屋精肉店
堺市 ますみピラティス
堺市 笑角
堺市 はじめ
堺市 九州男児の串かつやっちゃる
堺市 あぢゃあぢゃ
堺市 ヴィーガンカフェあすか
堺市 きじや
堺市 モルトフェリーチェ YUKA NAIL
堺市 太幸
堺市 mii nail
堺市 いちらく
堺市 if whitening
堺市 トレスデヴイ
堺市 RELAIR 
堺市 ラコロールレンタルスペース
堺市 ティアラバレエスクール
堺市 タンと焼肉やま龍
堺市 宝石・貴金属 ミチウエ
堺市 mi-yaフルートレッスン
堺市 REONA
堺市 ミツキボクシングジム
堺市 シフォンフラワークラブ
堺市 MRボクシングジム
堺市 ヘアメイク・着付 角野
堺市 西高野街道 四季mon.
堺市 肉料理.魚料理 ひぐち
堺市 「毎日通える」個別指導塾 森塾
堺市 健康カイロプラクティック
堺市 Sea Friends
堺市 ジョイソウルライト
堺市 ＯＰＴＩＯＮ
堺市 TACOYAKI  CORO玉
堺市 99 Pizza Napoletana Gourmet
堺市 和さび
堺市 たく美
堺市 Linola
堺市 食事処 新居
堺市 カフェテリア古都
堺市 公文式 初芝駅前教室
堺市 unique base
堺市 和洋旬菜 佐方
堺市 堺将棋クラブ
堺市 スタジオ トコ
堺市 リサイクルブティック由梨
堺市 公文式百舌鳥本町教室
堺市 広原珠算書道塾
堺市 kaitorijp
堺市 ヒーローズ
堺市 ささきピアノ教室
堺市 サン・ジェム ダイアナ
堺市 慎龍院
堺市 上原プログラミング教室
堺市 あおき
堺市 ヤマハ音楽教室三国ヶ丘センター
岸和田市 居酒屋しん
岸和田市 スナック綾
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岸和田市 酒処 憩
岸和田市 Ribbon
岸和田市 カラオケ喫茶 歌恋
岸和田市 金縄
岸和田市 jewel
岸和田市 てんじん
岸和田市 日本習字 大宮教室
岸和田市 リラクゼーション 彩
岸和田市 隠れ家 ひろとも
岸和田市 回転寿司 北海素材 岸和田店
岸和田市 縁たく家
岸和田市 焼肉・冷麺 昌久園 岸和田店
岸和田市 岸和田自動車教習所
岸和田市 コリアンキッチン３１３
岸和田市 リラクゼーション ゼン
岸和田市 イーチアンドエブリィ
岸和田市 コスモ
岸和田市 Asahiスーパーライト館 岸和田店
岸和田市 ソルシエール
岸和田市 すいか
岸和田市 海坊主八阪店
岸和田市 居酒屋友情
岸和田市 うるしの宝扇
岸和田市 en
岸和田市 BAR Orang-Orang
岸和田市 ジンギスカン白樺
岸和田市 K side
岸和田市 炭火焼鳥 だんどり 
岸和田市 レニー
岸和田市 月のひかり
岸和田市 豚しゃぶ亭 つるふじ
岸和田市 居酒屋おかん
岸和田市 サンヨークライミングジム
岸和田市 メンバーズラコンテ
岸和田市 鯛めし まえ田
岸和田市 居酒家万吉
岸和田市 ドッグカフェバークス
岸和田市 酒房 かんと
岸和田市 ミュージックスポットアプローズ
岸和田市 和み
岸和田市 じもや
岸和田市 アマルフィネイル
岸和田市 うどんの庄 福泉
岸和田市 Happy Hope kennel
岸和田市 炉ばた太郎
岸和田市 Brick
岸和田市 SORCIERE
岸和田市 鹿児島ラーメン真琴
岸和田市 Asante
岸和田市 Lemuria
岸和田市 PARADISE
岸和田市 焼肉ホルモン 粋
岸和田市 河合ツーリスト
岸和田市 肴処 一八
岸和田市 八重子、
岸和田市 インド料理 サンガム
岸和田市 串茶家
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岸和田市 チヂミ屋もっちゃ
岸和田市 ファミリア
岸和田市 割烹ふじ原
岸和田市 お母さん食堂 じゅん
岸和田市 ジルバピース
岸和田市 家庭料理 戎
岸和田市 とりひろ
岸和田市 ラウンジGRACE
岸和田市 ディープラウンジ
岸和田市 GRACE
岸和田市 総合格闘空手拳法 修和館
岸和田市 ふじたや
岸和田市 アイラブチキン
岸和田市 スナック茜
岸和田市 nail salon 凛
岸和田市 スタジオプリマベーラ
岸和田市 おうちサロン ル・アンジュ
岸和田市 福龍 FUKURO
岸和田市 宮永 正 茶道教室
岸和田市 笑縁
岸和田市 南語学教室
岸和田市 Esthetic salon Libeto
岸和田市 runanail
岸和田市 エステティックサロン リアン
豊中市 大蔵
豊中市 ガス燈
豊中市 THE 癒し空間
豊中市 よまわり
豊中市 オープンセサミイングリッシュアカデミー
豊中市 ペットショップ ソネット
豊中市 ローヤル パントリー
豊中市 スナック 沙良
豊中市 フレンド
豊中市 Cecile
豊中市 ありんこ
豊中市 どっとこい
豊中市 スナック葉
豊中市 忘れな草
豊中市 ぎゃらりーT.K
豊中市 なかむら
豊中市 戦国料理 本陣
豊中市 ロベルトカレラ
豊中市 Kaatsu Body Design Re:Born
豊中市 ムーヴ体操クラブ豊中校
豊中市 おにぎり村
豊中市 スタジオ エード
豊中市 杉本写真場
豊中市 創作中華TENTEN
豊中市 株式会社アメニティトラベル
豊中市 IPPO千里中央
豊中市 たこ焼き絆
豊中市 ひふみキッチン
豊中市 しゃぶしゃぶ温野菜
豊中市 HAIR COLOR CAFE 豊中店
豊中市 すし処たく
豊中市 学研 庄内みなみ教室
豊中市 メロディ・クラブ音楽教室
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豊中市 S.M.S GOSPEL STUDIO
豊中市 鮨・淡路
豊中市 メープル
豊中市 庄内うどんかわぐち
豊中市 Thee Food Rest Garage
豊中市 はだころも
豊中市 高本音楽教室
豊中市 充電家
豊中市 シルクロード音楽教室
豊中市 焼肉ハウス貴美
豊中市 味福
豊中市 plug
豊中市 PLUMERIA
豊中市 喫茶めっちん
豊中市 スウィングホール
豊中市 くいくい
豊中市 セカンド
豊中市 とんがらし
豊中市 Thee Food Rest ぶらり
豊中市 月Luna
豊中市 カラオケぽち
豊中市 居酒屋てんつく
豊中市 サンブラー
豊中市 さりぽろ
豊中市 焼肉 ふじ
豊中市 ラグタイム カフェ
豊中市 collagen salon Gina
豊中市 elan mama
豊中市 想い出宝箱ぱれっと
豊中市 はな太鼓
豊中市 公文式南桜塚教室
豊中市 ニューブラジル
豊中市 亜木
豊中市 カラオケカフェトコ夏
豊中市 丘
豊中市 焼肉らっぱ屋
豊中市 カラオケスナックダリ
豊中市 公文式旭丘教室
豊中市 be-witch
豊中市 和風スナック ＭＩＫＡ
豊中市 カプリス
豊中市 義八
豊中市 炭火焼鳥門屋
豊中市 ＢＩＮＫＳ
豊中市 CHANCES POWER
豊中市 英会話教室 Meets
豊中市 KOJIBAR(コジバル)
豊中市 音楽教室プルミエ
豊中市 Cafe&Bar MOMO
豊中市 ＩＴＴＯ個別指導学院 桜井谷校
豊中市 こいびと
豊中市 Kai sea
豊中市 カレー屋 グランドセントラル
豊中市 一栄
豊中市 海月
豊中市 oritreat
豊中市 X-tech
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豊中市 結桜
豊中市 家庭料理わかさ家
豊中市 サロンド ヌゥ 鏡子
豊中市 浪漫亭
豊中市 焼肉ほたる翔
豊中市 スタジオアモール
豊中市 とりや富衛門
豊中市 工藤塾
豊中市 Oolakani
豊中市 大島町（学習）教室
豊中市 gracias you
豊中市 とりまる
豊中市 居酒屋 いさり火
豊中市 血液循環療法こんどう
豊中市 リラクゼーションLani
豊中市 coco.shine.
豊中市 鉄板居酒屋 熱
豊中市 林加菜ピアノ教室
池田市 スナック＆ラウンジ セブン
池田市 LiLas
池田市 来夢
池田市 文吾寿司
池田市 蕎麦見世 のあみ
池田市 みやぎ屋千ちゃん
池田市 伏尾ゴルフ倶楽部
池田市 ラーメン日本
池田市 頓珍館
池田市 リスタクリナリースクール
池田市 七輪炭火焼肉たんたん
池田市 七輪池田店
池田市 さすらいのカンテキ石橋酒場
池田市 SAKURA2
池田市 feliz 
池田市 BISTROにふぇー
池田市 Azure yogastudio
池田市 スナック セミ
池田市 Bar framingo
池田市 喫茶P.S.
池田市 ラウンジ 和
池田市 旬創作 酔処 月天
池田市 スタジオR's
池田市 ROCKS
池田市 カフェバーM2
池田市 公文式池田五月丘教室
池田市 イタリアンバールフェリーチェ
池田市 花楽
池田市 カラオケ喫茶いずみ
池田市 公文式鉢塚教室
池田市 うめちゃん
池田市 焼肉晃
池田市 ふう鐘
池田市 オガネ
池田市 乾書道教室
池田市 とり天 とき
池田市 なかみっつぁん
池田市 月とうさぎ
池田市 T.R.K2996
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池田市 cafe八百屋バルワールドベイブ
池田市 Atelier Miho
吹田市 おでん田八
吹田市 楽楽 豊津店
吹田市 TAKE FIVE
吹田市 ほざな
吹田市 シャイニングストーン
吹田市 居酒屋さくら
吹田市 静屋 ららぽーとエキスポシティ店
吹田市 江坂 兵六そば
吹田市 サンリオギフトゲートららぽーとEXPOCITY店
吹田市 地鶏専門おちば屋 江坂本店
吹田市 Caffe Blu
吹田市 ラケットハウスキング
吹田市 開運丸ラーメン
吹田市 麻雀エサカ
吹田市 ヘルシースリムJuu
吹田市 Natural Beauty S.grace
吹田市 xuxa
吹田市 秋吉 江坂店
吹田市 アロハ・ABC・スタジオ
吹田市 東大門
吹田市 MAEGAWA
吹田市 デジャヴ
吹田市 Bar Linda
吹田市 ミニラウンジチャップリン
吹田市 pinefarm
吹田市 花菱 
吹田市 Ｔ－ｈｏｕｓｅ
吹田市 ケントハウス
吹田市 夢千代日記
吹田市 ななをⅡ
吹田市 Bar FirstLine
吹田市 韓国料理 肝っ玉亭
吹田市 Tiger Cocco
吹田市 学研 山田あひる教室
吹田市 ipsilon（イプシロン）
吹田市 フェイシャルサロンたかしろロータスハート
吹田市 喫茶スナックむつ
吹田市 あとりえSAKANA
吹田市 Hearty
吹田市 一品料理 山川
吹田市 SANK cafe&Bar
吹田市 Nail&Eyelash salon BIEN
吹田市 セラヴィ
吹田市 麻雀クラブガロ
吹田市 カラオケ喫茶ひばり
吹田市 スナック サラン
吹田市 大阪菓心 やなぎ沢
吹田市 大阪じゅうべいイズミヤ千里丘店
吹田市 川上恵子バレエスクール
吹田市 武者麺本店
吹田市 member's 輪舞曲
吹田市 地主薫バレエ団
吹田市 公文式 山手教室
吹田市 やりとりとり美
吹田市 お宝や南千里店
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吹田市 カラオケBARわーわ
吹田市 花風蘭
吹田市 カラオケ俱楽部「せつ」
吹田市 脱毛サロンネム
吹田市 Ｑｕｅｅｎ-Ｂｅｅ
吹田市 泉平
吹田市 とらや
吹田市 EQWELチャイルドアカデミー山田駅前教室
吹田市 ＲＡＫＵ
吹田市 公文式 吹田日の出町教室
吹田市 スクールIE佐井寺校
吹田市 日本民謡めぐみ会
吹田市 なかよし堂
吹田市 FUN FUN ENGLISH
吹田市 写眞工房 原
吹田市 良平
吹田市 お好み焼きみやぎ
吹田市 公文式津雲台６丁目教室
吹田市 千
吹田市 ハングルアカデミーＫＯＨ
吹田市 artista
吹田市 寿し久
吹田市 エンジェルママサロン
吹田市 東宝写真スタジオ
吹田市 Hiro塾
吹田市 天岡着付教室
泉大津市 カフェ・フィオーレ
泉大津市 スナック 千
泉大津市 音楽スタジオ ジラソーレ
泉大津市 パーラーニューメトロ
泉大津市 24resort
泉大津市 スポーツサクライ 泉大津店
泉大津市 ロボ団泉大津教室
泉大津市 泉大津太郎寿司
泉大津市 スナック ル・クール
泉大津市 楽座
泉大津市 ぢどり亭和泉府中店
泉大津市 snack  Dream
泉大津市 鳥プルA
泉大津市 ダイアモンドムーン
泉大津市 カラオケハウスオハコ
泉大津市 Bar O2
泉大津市 ムーンピッコロ
泉大津市 VoiceCafe Place In The Sun
泉大津市 蟻んこの舎
泉大津市 麻雀桟橋
泉大津市 おふくろの味ゆう
泉大津市 たこ焼き 天狗庵
泉大津市 ルチルクォーツ
泉大津市 こなモン大王
泉大津市 ライブ＆バーオーバーヒート 
泉大津市 ほりえ
泉大津市 季節料理 味彩
泉大津市 お料理 やまもと
泉大津市 フィットネスサロンre-fulfill
泉大津市 ralme
泉大津市 Ｍ’ｓ ecole  du  ballet
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泉大津市 ごはんandカフェ 友's
高槻市 ひでとら
高槻市 カラオケスタジオ オカモト
高槻市 スナック紫園
高槻市 スナック ホームズ
高槻市 藤
高槻市 BAR BACCHUS
高槻市 家庭料理 陽～ひな～
高槻市 桃一
高槻市 DANCE SCHOOL E-N STUDIO
高槻市 かぶしきかいしゃセオ
高槻市 エステティックサロン teruteru
高槻市 Total Beauty Ciel
高槻市 馬力ホルモン
高槻市 JEWELRY瀧井
高槻市 焼肉一番
高槻市 高槻ナレッジセンター
高槻市 株式会社高槻旅行サービス
高槻市 本まぐろ直売所 JR高槻店
高槻市 ｋｏｎｅｃｏｎｅｋｏ
高槻市 ホットヨガ＆コラーゲンスタジオアズ高槻店
高槻市 オーロラLIGHT＆MAX
高槻市 ハイパーアサヒ高槻駅前店
高槻市 ワインダイニングなかむら屋
高槻市 焼肉やまいち
高槻市 ハンバーグOne
高槻市 セピア
高槻市 地酒 蕗の薹
高槻市 エステティックサロンＧｒａｔｏ
高槻市 ｊｕｒｉａｎａ
高槻市 占いの館キセキ高槻センター街店
高槻市 ほぐし堂
高槻市 天翔
高槻市 健菜厨房びわ
高槻市 公文式JR摂津富田駅前教室
高槻市 カラオケはうす103
高槻市 ディスカウントBANBAN
高槻市 葉山珈琲 阪急高槻市駅前店
高槻市 もりやま式手当て療法
高槻市 鉄板鍋・焼肉 一心
高槻市 L.support
高槻市 居酒屋金木犀
高槻市 鉄板焼き商人
高槻市 エステ処 麗らか
高槻市 心根
高槻市 がんてつ 高槻店
高槻市 CAFE PIGRICH
高槻市 雀鬼流麻雀道場 高槻塾
高槻市 味舌工房
高槻市 はるぴん
高槻市 喫茶＆パブ バンブー
高槻市 ミドリ楽器 音楽教室
高槻市 居酒屋和吉
高槻市 BLACK FLAG
高槻市 マリモ
高槻市 炎の鳥
高槻市 ワラビー
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高槻市 ご麺やで
高槻市 溢彩流香
高槻市 肉と酒と炭とむーちょ
高槻市 BAR UTUTU
高槻市 nail am
高槻市 aoji
高槻市 炉ばた 田舎
高槻市 塚原文化学院
高槻市 GRACE RONSARD
高槻市 福本バレエアカデミー
高槻市 真・一文字
高槻市 居酒屋あまえんぼう
高槻市 スナック いとこ
高槻市 堂北ゴルフ教室
高槻市 Cafe&diningbar Hello!
高槻市 公文書写 高槻ことぶき教室
高槻市 BAR SEVEN
高槻市 あじとみ
高槻市 Muse Ball パリ子
高槻市 公文式塚原教室
高槻市 さんぶんのいち
高槻市 鉄板焼らぷらぷ
高槻市 BIRTH ACT
高槻市 癒しの空間 atelier MIHARU
高槻市 二鶴寿司
高槻市 森川珠算学院
高槻市 zeal
高槻市 あさひ食堂
高槻市 Hair&Nail  Cocosia
高槻市 たこ雅
高槻市 進学指導塾のMANABITS
高槻市 ECCジュニア安岡寺１丁目教室
高槻市 公文書写 芥川町３丁目教室
高槻市 ゆかピアノ・リトミック教室
高槻市 ドリーム柳川教室
高槻市 natural salon ラルーチェ
高槻市 お好み焼き とんぼ
高槻市 全国仲人連合会 高槻駅前支部
高槻市 お好焼 むつみ
高槻市 Piano Studio ポローニャ
貝塚市 カラオケ ふれあい
貝塚市 カラオケ喫茶 リフレイン
貝塚市 凱旋門
貝塚市 スコットパパ
貝塚市 ナポリ
貝塚市 Likeサポートサービス
貝塚市 beauty relaxation salon aQ-bi
貝塚市 居酒屋cafebarmahora
貝塚市 居酒屋 富士見屋
貝塚市 高橋音楽教室
貝塚市 カラオケ喫茶あっちゃん
貝塚市 旬菜工房 遊味
貝塚市 CARA
貝塚市 喫茶ペプシ
貝塚市 炉ばた にしき
貝塚市 SOUND バル
貝塚市 たこ焼き 貝塚

57 / 75 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30日公表分）

貝塚市 KOCON
貝塚市 うさぎ
貝塚市 ラウレア鍼灸サロン
貝塚市 スリーアップ
貝塚市 手づくり雑貨colamoro
貝塚市 焼肉ふじ
守口市 久鶴
守口市 カラオケ喫茶 みち
守口市 アバンティ
守口市 旬菜天ぷらかねまさ
守口市 ISLAY
守口市 株式会社プロモートユキオカ
守口市 大味園
守口市 1・2・3
守口市 文禄堤 茶味
守口市 上等カレー 得正 イオンモール大日店
守口市 一品料理 吉祥
守口市 Hard Rock Bar VAMPIRE
守口市 NO BORDER SCHOOL
守口市 ゆう整体院owl
守口市 T-smile
守口市 M's KITCHEN
守口市 Atelier BABABI
守口市 居酒屋 楓
守口市 お食事処 このみ
守口市 ふろっくす
守口市 ヒーリングスペース yurara
守口市 花鳥風月
守口市 居酒屋 じゅぴえる
守口市 にしきや
守口市 Ｄｅｓｐｅｒａｄ
守口市 ふーチャンラーメン
守口市 Beer Orange
守口市 Bits Orange
守口市 Unseul
守口市 スナック with you 2nd
守口市 寺子屋ふくにし
守口市 ラウンジ青樹
守口市 ファジィー
守口市 パンダ中国語教室
守口市 カラオケ あっぷる
守口市 園
守口市 旭
守口市 カラオケ レイク
守口市 Bar Bb' club
守口市 BeautySalonDale
守口市 クリンク千恵
守口市 Nail＆EstheticSalon LUNASOL
守口市 檸檬
守口市 工作教室つくる
守口市 BAR CROSS
守口市 居酒屋 亀ちゃん
守口市 Linoeyelash
守口市 和場
守口市 やまもとピアノ教室
枚方市 マダーズバー津田駅前店
枚方市 大和水産牧野店
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枚方市 audrey2
枚方市 カラオケ みゅぅ
枚方市 居酒屋はな
枚方市 ask for nail design
枚方市 創作鉄板居酒屋ＢＥＪＩＴＡ
枚方市 ロミロミサロンmalama
枚方市 ももやきちゃん
枚方市 手作り弁当つくしんぼ
枚方市 味ごころ たていし
枚方市 Bar Tsubakurame 
枚方市 居酒屋 ゆず
枚方市 ＹＡＬ未来塾
枚方市 Acoustic BAR にじの木
枚方市 珈琲館藤阪駅前店
枚方市 チャチャラ
枚方市 SEVENTH HEAVEN
枚方市 牧野そろばん学園
枚方市 ジアン
枚方市 もみかる枚方店
枚方市 カラオケせりな
枚方市 カプリシオ
枚方市 枚方焼肉 冷麺館 新羅
枚方市 てらしま錦鯉センター
枚方市 脱毛&eyelash IDEAL
枚方市 公文式 養父教室
枚方市 ふる里
枚方市 スタジオマイスター
枚方市 カラオケ居酒屋みさ
枚方市 出口塾
枚方市 手づくり本舗 うずや
枚方市 ブルーステーション
枚方市 ＳＡＩＲＥＮ
枚方市 tenten.
枚方市 くろかわ透明水彩画教室
枚方市 あじさい
枚方市 カラオケ優
枚方市 居酒屋O&F よしむね
枚方市 ラーナ
枚方市 あかり
枚方市 BabyHearts Bar 1965
枚方市 公文式香里園駅前教室
枚方市 そば重
枚方市 Snack Saki
枚方市 カラオケ喫茶ドンファン
枚方市 夢Design
枚方市 Claire
枚方市 凛
枚方市 手打そば 太郎右衛門
枚方市 キッド アイラック
枚方市 トヨダ写真店
枚方市 スナックBerries
枚方市 petit queue
枚方市 アランシオ
枚方市 Luan
枚方市 ネイルオアシスモコ
枚方市 津の田ミート 香里ケ丘店
枚方市 Private Salon  JENLY
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枚方市 SNACKマリン
枚方市 Yuzuriha
枚方市 ユア スタイル
枚方市 三代目たくちゃん星ヶ丘駅前店
枚方市 格寿司
枚方市 喫茶 エデン
枚方市 DONNEZ MOI
枚方市 柔気整体
枚方市 公文式東香里教室
枚方市 三井珠算教室
枚方市 グーハウス
枚方市 敬阪珠算専攻学院
枚方市 ＹＯＳＡＰＡＲＫ ＴｉｎｋｅｒＢｅｌｌｅ
枚方市 公文式堂山教室
枚方市 くい亭
枚方市 こえだかミュージックスペース
枚方市 ブリランテ
枚方市 神楽
枚方市 三代目たくちゃん長尾駅前店
枚方市 ポパイ商店
枚方市 個別指導Kiitos
枚方市 キックボクシングジム "ボコボコ"
枚方市 福田ピアノ教室
茨木市 リバーケープ
茨木市 世晶
茨木市 白龍
茨木市 woo's
茨木市 居酒屋 サッちゃん
茨木市 カラオケ スナック カサブランカ
茨木市 ラウンジ あめま
茨木市 小恋路
茨木市 晩酎家 すみれ
茨木市 気まま
茨木市 大橋珠算教室
茨木市 中華料理 春陽
茨木市 焼肉牛伝イオンモール茨木店
茨木市 株式会社 Shin Shin 堂
茨木市 ゲームバー勇者の扉
茨木市 北野酒店
茨木市 LOVEST茨木店
茨木市 スクールIE茨木春日丘校
茨木市 炭火焼肉 七輪 茨木店
茨木市 BAR GRAPES
茨木市 駅前チケット
茨木市 秋桜
茨木市 OKPearl
茨木市 サカバノキング
茨木市 ナチュール
茨木市 飲み食い処お宝まんちん
茨木市 STAMM
茨木市 みなみ文具書店
茨木市 la Rosiers
茨木市 ゆうづき
茨木市 懐石料理 利宝
茨木市 トラベルドリーム
茨木市 とんとん
茨木市 集龍軒
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茨木市 BAR1992
茨木市 木陰
茨木市 食べ呑み処 まんぷく亭
茨木市 お好み焼 ぷーちゃん
茨木市 ECCジュニア大池教室
茨木市 鉄板焼 とんぼ
茨木市 伊風ダイニングmammaya
茨木市 Aroma tot
茨木市 ダル・セ－ニョ
茨木市 ラウンジ ageha
茨木市 Twice
茨木市 店
茨木市 天婦羅の天升
茨木市 フレグランス・ローズ
茨木市 GALLO
茨木市 さち
茨木市 ZERO
茨木市 BARあちゅ
茨木市 ニライカナイ
茨木市 ロイヤルイングリッシュスクール
茨木市 茨木碁友クラブ
茨木市 福楽都
茨木市 ECCジュニア三島丘教室
茨木市 すし白光
茨木市 炭火焼肉矢吹屋
茨木市 みのや
茨木市 長岡音楽教室
八尾市 カラオケ ヒダカ
八尾市 きらく
八尾市 カラオケ 桜島
八尾市 スナックとんぼ
八尾市 スナックポパイ
八尾市 スナック ヒロ
八尾市 あかり
八尾市 カラオケ喫茶 カサブランカ
八尾市 パートナー
八尾市 カラオケ ラブメルシィ
八尾市 カラオケ あいちゃん
八尾市 カラオケ喫茶 ウイン
八尾市 すなっく すず
八尾市 サウンドミュージック つばき
八尾市 鳥福
八尾市 スナックはな
八尾市 居酒屋かぐや姫
八尾市 カラオケ喫茶 館
八尾市 けんちゃんち
八尾市 レモネードバイレモニカアリオ八尾店
八尾市 カーブス近鉄河内山本
八尾市 Scelto Luce （シェルトルーチェ）
八尾市 アロー志紀店
八尾市 eyelashRooM
八尾市 たこ焼き居酒屋笑顔
八尾市 大阪八尾うなぎづくし ごかせ川
八尾市 すなっく 美月 さつき
八尾市 居酒屋 ぶーたん
八尾市 旬彩小柳
八尾市 日本酒バー結

61 / 75 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30日公表分）

八尾市 one's future
八尾市 PINE's NAIL
八尾市 炭火串焼き よってきぃ家
八尾市 カラオケスナックえみりー
八尾市 Pit Break
八尾市 炭焼尚店
八尾市 カラオケ&スナック城
八尾市 魚uo
八尾市 スナック M
八尾市 そば処まつもと
八尾市 寿司ダイニングまねき猫
八尾市 大阪府立八尾北高等学校給品部
八尾市 キクシゲサウンドスペース
八尾市 ハニーレタス
八尾市 CHAIN
八尾市 yachabar
八尾市 JJ
八尾市 ナイト・イン プリーズ
八尾市 無愛想
八尾市 味蕾幸宴
八尾市 マイバレエスタジオ
八尾市 カラオケスナックサン
八尾市 喫茶 桃
八尾市 ラ、フォンテーヌ
八尾市 スナック 恋
八尾市 Y AmouR
八尾市 eyelash salon AIRA
八尾市 三笠寿司
八尾市 紘桜ゼミナール
八尾市 ディアロガーレ学習塾
八尾市 スナック翔
八尾市 イーピーエー
八尾市 HUMPTY DUMPTY
八尾市 カラオケスタジオ ハッピー
八尾市 スナック ちえ美
八尾市 すし道楽
八尾市 ティアラ
八尾市 すーちゃん
八尾市 COCO
八尾市 さくら
八尾市 カラオケ喫茶 つばめ
八尾市 紀文寿し
八尾市 広島
八尾市 わたしのハイフ リノアス八尾店
八尾市 MOKSHA
八尾市 エステサロン美美
八尾市 Eyelash＆nail wink
八尾市 興珠会シナプスクラブ
八尾市 占いサロン 愛乃
八尾市 柴田ギター教室
八尾市 Lounge LuA
八尾市 エステサロンシエル
八尾市 イル．クオーレ
八尾市 Tokiaprofumo
八尾市 居酒屋わらび
八尾市 公文書写 永畑教室
八尾市 Rufina
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八尾市 YAO加圧トレーニングスタジオ
八尾市 Smile Station
八尾市 志紀うどん
八尾市 たこ心
八尾市 タイムマシン
泉佐野市 焼肉 万ちゃん
泉佐野市 麻雀 雀亭
泉佐野市 スナック 亜異人
泉佐野市 中華そば 世一
泉佐野市 あすなろ歌謡教室
泉佐野市 犬鳴山グランドホテル紀泉閣
泉佐野市 田川装飾
泉佐野市 アクトスポーツ日根野
泉佐野市 酒和酒話
泉佐野市 カラオケたまちゃん
泉佐野市 お食事処 漸
泉佐野市 すなっく月華
泉佐野市 シオンゼミナール
泉佐野市 台湾料理錦福香
泉佐野市 フレンチ工房ダニエル
泉佐野市 FYボクシングジム
泉佐野市 pas a pas
泉佐野市 瑞季
泉佐野市 ワインバー テラプラス
泉佐野市 アリラン
泉佐野市 IZAKAYAゑん
泉佐野市 サザン
泉佐野市 Jin
泉佐野市 絵夢アトリエ
泉佐野市 私のステージ恋歌
泉佐野市 泉州そろばん
泉佐野市 Makino
泉佐野市 のりちゃん
泉佐野市 トウミ
泉佐野市 麻雀 無限
泉佐野市 サロン ド ルポゼ
泉佐野市 KARAOKE 壱 ichi
泉佐野市 かぐや姫
泉佐野市 REST
泉佐野市 串屋雅
泉佐野市 自家製うどん天羽
泉佐野市 18.44
泉佐野市 大阪府立佐野高等学校給品部
泉佐野市 中道英会話教室
富田林市 むらさき
富田林市 創作おでん 大江
富田林市 鶏と蕎麦 玄
富田林市 大阪府立金剛高等学校内食堂
富田林市 myura（ミュラ）
富田林市 公文式 富田林駅前教室
富田林市 お好み焼き鉄板焼ここ
富田林市 古美術 藤本商店
富田林市 Charm lineS
富田林市 oasi オアジ
富田林市 JAVABikesⓇショールーム 日本国内正規販売代理店
富田林市 X-PLOSIONジム
富田林市 仲谷佳芳書院
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富田林市 relaxing space R.ROBED
富田林市 公文式津々山台公園教室
富田林市 エステ・ド・ユイット
富田林市 ニシムラフォトスタジオ
寝屋川市 スナック サン サルーン
寝屋川市 カラオケ．はぴねす～
寝屋川市 カラオケ喫茶モンシェリィー
寝屋川市 カラオケ喫茶 春蘭
寝屋川市 くいしん坊
寝屋川市 ポンタ
寝屋川市 キッチン＆リカー遊ya家
寝屋川市 ながはら写真館
寝屋川市 ワントライブ 
寝屋川市 赤から 香里園店
寝屋川市 Dolphin＋
寝屋川市 WASABI
寝屋川市 R +
寝屋川市 和楽 如來
寝屋川市 ボトルバーフルール
寝屋川市 カラオケステージ くーみん
寝屋川市 串揚げと本格焼酎 膳
寝屋川市 居酒屋 天久
寝屋川市 Bar Aiba
寝屋川市 シークレットラブ
寝屋川市 RestBar P3
寝屋川市 カラオケ バロン
寝屋川市 のみんちゆ
寝屋川市 DiningbarRIVER
寝屋川市 パワーストーンCaféルチル
寝屋川市 備前。寝屋川本店
寝屋川市 カラオケバー海風
寝屋川市 広東料理 民生
寝屋川市 だりやみ もーれー
寝屋川市 KARAOKE BAR J`s
寝屋川市 呑喰い処あら木
寝屋川市 やさぐれとも
寝屋川市 居酒屋ホルモンコプチャン
寝屋川市 洋風居酒屋あき
寝屋川市 ブラウン
寝屋川市 ひさみ
寝屋川市 RISOおんがくいん
寝屋川市 めし とーこ
寝屋川市 肴呑 ぼっち
寝屋川市 ラウンジCOO
寝屋川市 clear
寝屋川市 ミュージックステーションブルーライト
寝屋川市 JAH
寝屋川市 炭火焼きこてつ
寝屋川市 焼鳥居酒屋 こびと屋
寝屋川市 吉kichi
寝屋川市 中華料理北京
寝屋川市 海雲台
寝屋川市 育脳寺子屋 いきいき教室
寝屋川市 ECCジュニア田井西教室
寝屋川市 Bar Liner Notes
寝屋川市 月海珈琲店
寝屋川市 串くわ焼き 助角
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寝屋川市 焼鳥ひよこ家 寝屋川駅前店
寝屋川市 ふるさと
寝屋川市 光酌
寝屋川市 三味坂本
寝屋川市 とみや 
寝屋川市 備前
寝屋川市 エステティックサロンCOCOAMOUR
寝屋川市 フォトスタジオ ダイト－
寝屋川市 居酒屋かやしま
寝屋川市 音楽教室  J-BRASS
寝屋川市 居酒屋きまぐれ
寝屋川市 創作串焼 詩穏
寝屋川市 居酒屋太郎吉
寝屋川市 スタジオプラスワン
河内長野市 居酒屋 のぶ
河内長野市 カラオケ ハッピーイン
河内長野市 さち
河内長野市 キッチン孝心呂
河内長野市 Mint
河内長野市 焼き鳥 とりぞう
河内長野市 ハイパーアロー松ヶ丘店
河内長野市 ファニースクエア 英会話
河内長野市 EMS進学ゼミナ-ル
河内長野市 ドリンクバー ZOO
河内長野市 旬素材dining近咲暮
河内長野市 スナックセイル
河内長野市 ぺットライフパンプキン
河内長野市 グランドママ
河内長野市 club EDDIE
河内長野市 KITCHEN BAR Porto
河内長野市 トパーズ
河内長野市 料理教室 ＳＰＯＯＮ
河内長野市 居酒屋 とんぼ
河内長野市 焼き鳥 やぶうち
河内長野市 古民家カフェ福智庵
河内長野市 公文式七つ辻教室
河内長野市 おかんの料理 おばんざい咲佑
河内長野市 黒縞商会
河内長野市 アトリエTODAY
河内長野市 やきとりあっちゃん杣人
河内長野市 かつらぎ山房
松原市 ビストロ酒場サルーテ
松原市 ポピー
松原市 ドリンクスペース ハナミ ハート２
松原市 フィリアボクシングジム
松原市 歌のスタジオ シャンテ
松原市 スタジオ クロスロード
松原市 詩の広場 白帆
松原市 愛歌
松原市 お好み焼 チビちゃん
松原市 西河
松原市 麻樹し茂
松原市 アミーゴ
松原市 オレンジハウス・ナッティー
松原市 ショットバータグ
松原市 串かつ専門 四季一善
松原市 スタジオワールド

65 / 75 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30日公表分）

松原市 キング
松原市 松原天然温泉YOU、ゆ～
松原市 松原天然温泉 YOU・ゆ～
松原市 Live Bar Bishop
松原市 Rouge・K 
松原市 西崎音楽研究所
松原市 てん
松原市 スナックR
松原市 スナックCrystal 
松原市 エステティックサロン カース
松原市 蘭
松原市 studio-cafe-ruf
松原市 SOKORE アンチエイジングアドバイザー
松原市 常勝
松原市 お好み焼き 金太郎
松原市 遊ーゆうー
松原市 仁
松原市 焼肉泰明
松原市 Salon de jouir
松原市 花
松原市 鉄板ダイニング5丁目どんぐり
松原市 Dog Salon BeBe
松原市 NOA 
松原市 お好み焼き  喜龍
松原市 海鮮食堂 うおいち
松原市 アンファミリー
松原市 Rey Music
松原市 学真塾
松原市 公文式天美池内教室
松原市 オレのみせ
松原市 麗楽
大東市 龍起
大東市 スナック ハッピー
大東市 麻雀みのぶ
大東市 寿司梅
大東市 桐蔭食堂
大東市 ラウンジもず
大東市 鳥喰
大東市 フリースペース
大東市 ランカヴィサージュ
大東市 こもれ陽
大東市 麺処野瀬
大東市 千力
大東市 みやざき地頭鶏みやこ
大東市 デイジーDAISY
大東市 居酒屋 久
大東市 スナック舞夢
大東市 涼花
大東市 スナック&バーあゆ美
大東市 時遊
大東市 naro
大東市 風の街 諸福店
大東市 coco.87
大東市 スタジオペン
大東市 大公寿し
大東市 まいはあとＫダンススタジオ
大東市 ザ･シャツ･ストーリー
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大東市 居酒屋 東風
大東市 居酒屋 節ちゃん
大東市 ふじバル
和泉市 らうんじ夢
和泉市 スナック シャトル
和泉市 出世街道
和泉市 中国料理 天宝
和泉市 カラオケ喫茶 イリアンジャ
和泉市 大阪王将北信太店
和泉市 和牛亭 おかむら
和泉市 和風スナック やすらぎ
和泉市 ちろり
和泉市 蓮寿
和泉市 蓮
和泉市 青のれん
和泉市 もつ鍋・鶏焼き KABUKI
和泉市 カラオケ喫茶 スナック 憩
和泉市 地鶏・一品 なべくら
和泉市 ミスタードーナツ ららぽーと和泉ショップ
和泉市 nailsalon Creed
和泉市 GoBe English
和泉市 未来創作Labo 
和泉市 Wish体操クラブ
和泉市 令
和泉市 喜連園
和泉市 Bar MACHIKADO
和泉市 源内
和泉市 小村ピアノ教室
和泉市 焼き鳥大吉
和泉市 楽食処 陽だまり
和泉市 DOWNTOWN
和泉市 ラウンジ るふらん
和泉市 スタジオハチ
和泉市 雅の会
和泉市 快福堂
和泉市 スナック 珊瑚礁
和泉市 pizzeria O.G.O
和泉市 カラオケ居酒屋 酔いしょ来らしょ
和泉市 上野ピアノ教室
和泉市 Ｌeclat
和泉市 城山
和泉市 スタジオ昴
和泉市 カラオケ ベニ
和泉市 Bar Nixx
和泉市 なごみ料理 夢風景 YUMEKESIKI
和泉市 居酒屋Bar縁
和泉市 大美
和泉市 コンフィテーリ
和泉市 プライベートサロン富士谷
和泉市 Naris COSMETICS
和泉市 ワイズ教育学館 鶴山台校
和泉市 焼き鳥 樹
和泉市 神楽
和泉市 カントリーカフェ
和泉市 かさやん
和泉市 takoyakiBarkiNG
和泉市 静花
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和泉市 エコトップ和泉府中本店
和泉市 光永
和泉市 中野ピアノ教室
箕面市 ピガール
箕面市 ウィンザー・ウッド
箕面市 ラウンジ夢
箕面市 cafe  ras moca
箕面市 おでん安達屋
箕面市 ニュートンクラブ
箕面市 中華料理 秀林
箕面市 Beli-yu
箕面市 かやの中央スイミングスクール
箕面市 cafe de 10番 箕面市役所前
箕面市 Bar gg onohara
箕面市 ベルーラ
箕面市 BIRTHDAY NAIL
箕面市 癒し処りらくしんぐ
箕面市 麻雀ハウスpon
箕面市 亀山社中
箕面市 魁羅洲
箕面市 ＭＩＮＯＨ ＤＡＮＣＥ ＳＴＵＤＩＯ
箕面市 Nayutaka
箕面市 menu
箕面市 KIYO'ｓ GUITAR SCHOOL
箕面市 The Library
箕面市 公文式粟生間谷東教室
箕面市 エステティック小町
箕面市 御食事処 喜味
箕面市 shazhi
箕面市 南平
箕面市 脱毛サロンtabby
箕面市 なかむら
箕面市 中華ダイニング「天鳳」
箕面市 合気術道場本部
柏原市 すし善
柏原市 焼肉みくりや
柏原市 ARROW.COM 柏原駅前店
柏原市 ARROW.COM 国分店
柏原市 pesca
柏原市 スタジオフルリール
柏原市 居酒屋あきない
柏原市 炭火焼ダイニング369
柏原市 森田ゼミナール
柏原市 へのへのもへじ
柏原市 スナック ふらっと
柏原市 LOKAHI
柏原市 麺将 天破
柏原市 スナック輪
柏原市 中国レストラン華苑
柏原市 公文式柏原駅前教室
柏原市 河内の中華蕎麦 風かおる麦かおる時かおる
羽曳野市 なれそれ
羽曳野市 カラオケふれあい
羽曳野市 まさゆめさかゆめ
羽曳野市 ラーメンむさし
羽曳野市 すなっく MISA
羽曳野市 CLUB Heart
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羽曳野市 焼き鳥鷄家きとり
羽曳野市 フラーワーショップ大松 レインボー
羽曳野市 牛王
羽曳野市 小川クリニカルカイロプラクティック
羽曳野市 タンブール
羽曳野市 赤い屋根の絵画教室
羽曳野市 Fufula
羽曳野市 HOPE英語教室
羽曳野市 はるな学園
羽曳野市 海鮮日本酒居酒屋 のんべえ
羽曳野市 城山学習教室
羽曳野市 居酒屋灯
羽曳野市 ヨガコーリング
羽曳野市 salon_a
羽曳野市 公文式古市教室
羽曳野市 セルフマツエクサロンMOMO
門真市 あや鶏
門真市 カラオケ喫茶あかり
門真市 カラオケ喫茶 結雅
門真市 ONE-EYED Rainy
門真市 カラオケ 嘉代
門真市 活活道場
門真市 とり茶屋
門真市 やどりぎ
門真市 演歌スタジオ花道
門真市 餃子の王将門真店
門真市 もつ鍋居酒屋Manma
門真市 まいどおおきに門真食堂
門真市 塩梅ダイナー門真店
門真市 居酒屋 祥妙席
門真市 串やでござる
門真市 喫茶スリーエイト
門真市 やきとり＆居酒屋かっちゃん
門真市 Deepsea
門真市 居酒屋酒笑酒笑
門真市 ワンスモア 
門真市 カラオケ居酒屋 A
門真市 喫茶 ゲート
門真市 スナックあい
門真市 居酒屋 味里
門真市 イタリア食堂ガティーノ
門真市 巣本温泉
門真市 スナック さくら
門真市 縁LieN
門真市 キッサ.スナック ドウエル
門真市 Poleiro
門真市 ピザRAON
門真市 よってけ
門真市 スタジオみき
門真市 DIAMOND STAR
門真市 ネイルサロン シュエット
門真市 酒房おかめ
門真市 レストランバー ベビーブレス
門真市 ラウンジ 蘭燈
門真市 チョアチョア
門真市 Ｂｅｌｌｅｚｚａ
門真市 居酒屋しまちゃん
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門真市 はぐほぐ
門真市 あだん
摂津市 ほのぼの料理 あつこ
摂津市 スナック あき
摂津市 まごころ
摂津市 あじらく
摂津市 スナック＆カラオケ 君香
摂津市 喫茶スナック ピーターパン
摂津市 スナック大和
摂津市 ふれんず
摂津市 EMER
摂津市 カラオケ喫茶みよみよ
摂津市 Ｃａｆｅｂａｒ ＨＥ：ＫＩ
摂津市 ぴえろ
摂津市 スナック・ラブ
摂津市 Danke/段家
摂津市 トリミングハウスあんべりーる
摂津市 トータルビューティーサロンミュ～
摂津市 ラウンジ洋子
摂津市 GON-CHAN
摂津市 cafe Sheep
摂津市 コスミックトレーディング
摂津市 風月
高石市 株式会社コートク
高石市 羽衣屋
高石市 酒房 なか
高石市 呑み食い処 風
高石市 千代田庵
高石市 カラオケpeace
高石市 居酒屋すずらん
高石市 ごんや
高石市 chott bar
高石市 メンバーズ有希子
高石市 羽衣囲碁クラブ
高石市 High Stone
高石市 居酒屋デン助
高石市 歌演
高石市 スナック来夢
高石市 rb.3
高石市 リンパケアサロン  アプサラス
高石市 せーげん
高石市 公文式 富木駅前教室
藤井寺市 カラオケ 夢乃
藤井寺市 居酒屋カラオケ ともだち
藤井寺市 居酒屋むっちゃん
藤井寺市 みどり
藤井寺市 立ち呑み２３（ふさ）
藤井寺市 シェイプビュー
藤井寺市 串揚げ えびす亭
藤井寺市 GENCO IMPORT
藤井寺市 焼肉まんてん楼
藤井寺市 ローベルクランツ
藤井寺市 呑食処 元菊
藤井寺市 どんぐり亭
藤井寺市 旭屋
藤井寺市 MORIUCHI ドッグスクール
藤井寺市 居酒屋わ
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藤井寺市 Private membersbar和音
藤井寺市 まいど
藤井寺市 アンスリール
藤井寺市 ご縁ｙａ
藤井寺市 からあげ酒場ゆうちゃん
藤井寺市 Re・born
藤井寺市 DOUBLE THREE
藤井寺市 エステティックサロンGlee
東大阪市 カラオケ喫茶 憧れ遊び
東大阪市 居酒屋 てまり
東大阪市 カラオケスナック ゆうこ
東大阪市 ほっこり屋
東大阪市 お好み焼 こっこ
東大阪市 スナック ＫＡＮＢＥ
東大阪市 居酒屋まさる
東大阪市 スナック ふみ
東大阪市 葵
東大阪市 雫
東大阪市 カラオケ喫茶 愛歌
東大阪市 SHIGE
東大阪市 八重
東大阪市 カラオケ 寿
東大阪市 One or Eight
東大阪市 カラオケスタジオ 歌楽
東大阪市 cher
東大阪市 ラウンジ メリッサ
東大阪市 三鳥
東大阪市 スナック だぁりん
東大阪市 カラオケ喫茶 スナック小若江
東大阪市 カラオケ うたげ
東大阪市 笑子
東大阪市 花味亭
東大阪市 ＥＶＥＲＹＢＯＤＹ 瓢箪山店
東大阪市 プリンセスネイル
東大阪市 八剣伝 高井田駅前店
東大阪市 焼肉 千博 てっぺん
東大阪市 カラオケ喫茶 レガート
東大阪市 OWL
東大阪市 おやじすし一喜 布施店
東大阪市 きんぱち ぷらすA 弥刀駅前店
東大阪市 ビデオシアターアップル
東大阪市 グーフィット
東大阪市 焼物屋善
東大阪市 炭火焼きとり あいだ
東大阪市 百花
東大阪市 有限会社アクティヴ
東大阪市 & WALL
東大阪市 株式会社ギミックスプロダクション
東大阪市 Ｈ＆Ｋ
東大阪市 ゲームセンター あうとばぁん 
東大阪市 牛でん 東大阪店
東大阪市 鷄焼商店一歩
東大阪市 Na moon
東大阪市 大阪ニューボーンフォトar
東大阪市 CIS
東大阪市 生タピオカ専門店 幸茶
東大阪市 カラオケ大門
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東大阪市 居酒屋キャロルハウス
東大阪市 lea room
東大阪市 うたの駅つくし
東大阪市 はるおん家
東大阪市 I cocci
東大阪市 ぐるめ旬菜居酒屋てっちん
東大阪市 ホルモンこじまる
東大阪市 jemnail
東大阪市 ベト食
東大阪市 風月風の街 八戸ノ里店
東大阪市 toujours
東大阪市 JOINT
東大阪市 立ち呑み粋酔
東大阪市 CAFE＆SPORTS＆BAR aaR
東大阪市 totalsalonAPOLLO
東大阪市 カラオケリフレ
東大阪市 HONEY
東大阪市 島娘。
東大阪市 居酒屋ぶどう組
東大阪市 リバプール
東大阪市 カラオケ喫茶サントス
東大阪市 BULL CAFE
東大阪市 まつばすし
東大阪市 長栄寺ゆたか
東大阪市 ピュアティ
東大阪市 末廣
東大阪市 カラオケ きくはち
東大阪市 旬菜旬魚 丹後のさと
東大阪市 遊食屋 わらべえ
東大阪市 きたうら
東大阪市 HARMONIA
東大阪市 キッチンハウス
東大阪市 中華ポパイ
東大阪市 タカギ
東大阪市 竹の子
東大阪市 焼肉酒場けんし
東大阪市 もつ鍋家一
東大阪市 ワンビ
東大阪市 aroma care salon Reen
東大阪市 しんいけ少路英数学習塾
東大阪市 ホルモン焼肉マル湧
東大阪市 chicken stand
東大阪市 キッチンバー セロー
東大阪市 むくろじ
東大阪市 peach man
東大阪市 龍清会館
東大阪市 食道園
東大阪市 ユキ
東大阪市 かみありづき
東大阪市 おたる亭
東大阪市 昌
東大阪市 mmr
東大阪市 いとや
東大阪市 麻雀クラブパンダ
東大阪市 DAHLIA
東大阪市 炭屋
東大阪市 スナック慶
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東大阪市 手打ちそば屋 庵
東大阪市 ムッシュ
東大阪市 シャレード
東大阪市 炭火焼鳥梅ちゃん
東大阪市 大阪府立花園高等学校内食堂 一博食品
東大阪市 花まつり
東大阪市 味地歩心
東大阪市 みつこ
東大阪市 スポーツバー ピース
東大阪市 Joker
東大阪市 長田ワインバール904
東大阪市 セピア
東大阪市 すなっく ひるね
東大阪市 やきとり 庵
東大阪市 カラオケ ホーユー 和
東大阪市 ちょい呑み なな
東大阪市 テニスプラザYAO
東大阪市 フードバーてぃーの
東大阪市 スナック牧
東大阪市 ほがらか俊徳店
東大阪市 スナック おゆき
東大阪市 笑美食堂
東大阪市 Aunjyu.
東大阪市 カラオケとも
東大阪市 和風喫茶・スナック 華
東大阪市 お好み焼きでめきん
東大阪市 山命会
東大阪市 花帆
東大阪市 聚福楼
東大阪市 うどん やちよ
東大阪市 Dining 居酒屋 BIG ThuMb
東大阪市 ラウンジ ぷれじーる
東大阪市 TRM
東大阪市 Reptime
東大阪市 定食まんま家
東大阪市 酒処はっぴ～
東大阪市 BEN Language Center
東大阪市 エイブル進学セミナー
東大阪市 みき
東大阪市 一力
東大阪市 魔女
東大阪市 九重
東大阪市 あらかわ
東大阪市 喫茶波
東大阪市 弁慶
東大阪市 La liberte’
東大阪市 すし 政とみ
東大阪市 希楽
東大阪市 SPiNS
東大阪市 関西珠算石切教場
東大阪市 竹じゅう
泉南市 ♯ブルー
泉南市 ハイパーアサヒ泉南店
泉南市 じいばあの店
泉南市 炉ばた焼 松千
泉南市 やきとり くらべェ～
泉南市 くろけん

73 / 75 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30日公表分）

泉南市 カラオケバーhome
泉南市 トレーニングジム パワーウエーブ
泉南市 カラオケスナック祐綺
泉南市 純喫茶亜矢
四條畷市 カラオケ喫茶 人生に乾杯
四條畷市 中華料理 天星
四條畷市 フォトスタジオ ポールコイケ
四條畷市 ココイロカラーズ
四條畷市 cafebardin
四條畷市 ラヴリ－JO
四條畷市 カラオケ喫茶 さと
四條畷市 ファミリーラウンジせつ
四條畷市 スナックピーチ
四條畷市 日の出定食店
四條畷市 foo
交野市 BAR Boon
交野市 アウトドアベース・ソトアソ
交野市 中国料理つね川
交野市 美香飯店
交野市 カラオケ喫茶＆スナック 秋桜
交野市 Eyelash KaloM.
交野市 おとなアート こどもアート
大阪狭山市 大国うどん
大阪狭山市 カラオケスタジオ 都呂々
大阪狭山市 創彩食堂ICHIKA
大阪狭山市 オーガニックフェイシャルエステサロンle cocon
大阪狭山市 英会話brilho
大阪狭山市 遊名人
大阪狭山市 のみ処くい処琴彩狭山西店
大阪狭山市 炭火焼鳥まごころ
大阪狭山市 竹麺亭
大阪狭山市 ネイルサロンボニカ
大阪狭山市 炭火焼鳥たっかん
大阪狭山市 ももの木
大阪狭山市 公文式狭山handa教室
大阪狭山市 たこ焼き curu curu
阪南市 居酒屋 喜楽人
阪南市 味楽
阪南市 スポーツクラブ ラクルス
阪南市 リサイクルショップ トトロ
阪南市 公文式阪南緑ヶ丘教室
阪南市 武田中華そば
阪南市 CPサロンキュキュラ
阪南市 たこ焼きあいうえお
阪南市 かづやん
阪南市 花田そろばん教室
阪南市 カラオケきこ
阪南市 ミスターカンソ阪南尾崎店
阪南市 SaTo
阪南市 あとりえ彩葉書道教室
阪南市 KAE'S JAZZDANCE STUDIO  
阪南市 シーナマイフラワー教室 遊花
阪南市 二胡教室たまや
島本町 風恋
島本町 Bar joujou
島本町 音夢
島本町 Charm BAR
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島本町 ダイニングbar愛嬌
島本町 アンティークハウス
島本町 ラルゴ音楽教室
豊能町 喫茶かりな
豊能町 小仲商店
忠岡町 酒処 ヒロ子
忠岡町 たますし
忠岡町 シアルズ
忠岡町 鉄板焼 あゆね。
熊取町 焼肉かみ屋
熊取町 カラオケレインボー熊取店
熊取町 Dining志
熊取町 たこ焼きクィーン
熊取町 ネコリパブリック熊取町店
熊取町 くらり
田尻町 カラオケFAM
岬町 カラオケスタジオ なみ
岬町 喫茶カラオケ サンリーベ
岬町 リラクゼーション ふらここ
岬町 umimania
岬町 ジュエリー舞夢
河南町 ワールド牧場内売店・飲食施設
河南町 大和育英ゼミナール
河南町 お好み焼き鉄板料理ゆう
千早赤阪村 カラオケ&cafe なごみ
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