
市町村名 施設名称

大阪市 喫茶カッスル クーム
大阪市 ABC倶楽部
大阪市 スナックパブさつまや
大阪市 中村絵画教室
大阪市 カレーショップYAMA
大阪市 居酒屋 セブン
大阪市 コインズアウル
大阪市 すし幸
大阪市 ミサハウス
大阪市 楯
大阪市 グリーンポイント
大阪市 小料理 美千
大阪市 ラウンジ キャロル
大阪市 noise shower
大阪市 きり屋
大阪市 呼子
大阪市 ももたろう
大阪市 菜の花
大阪市 福酒幕
大阪市 明日葉
大阪市 プチ だん
大阪市 焼肉 赤ちょうちん
大阪市 ロックバー ロックアゴーゴー！！
大阪市 APPLE JAM
大阪市 Ｒｅｒｉｒｅ～ｂｙ ｅｌｅｃｔｒｏ～
大阪市 くろすけ
大阪市 プチ・セブン
大阪市 ぽっぷ
大阪市 チボリ
大阪市 スナック 小桜
大阪市 居酒屋たけうま
大阪市 メンバーズ森山
大阪市 手料理たつみ
大阪市 らでぃっしゅ
大阪市 新京
大阪市 和牛専門店 生ホルモン焼肉ちえちゃん
大阪市 スナック ブラック
大阪市 カラオケ喫茶９９９
大阪市 大阪府立今宮工科高等学校内食堂
大阪市 ラウンジ エスポワール
大阪市 チケット桃太郎
大阪市 カラオケ喫茶１０２９
大阪市 寿なっく 華
大阪市 スナック ニューカレン
大阪市 喫茶Joy
大阪市 曽根崎ホルモン よう太
大阪市 酔う
大阪市 サントリーアダルト
大阪市 千世

新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けた
ご協力のお申し出ありがとうございました。

※この一覧は、お申し出いただいた皆様であり、支給が決定された一覧ではありませんのでご留意ください。
                  （この一覧の情報は、申請書の記載内容に基づいています。）                   【順不同】

ご協力のお申し出をいただきました施設の一覧（令和２年７月７日公表分）
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大阪市 ラウンジ 扇
大阪市 わいわい
大阪市 大野プチボヌール
大阪市 花
大阪市 あさひ食堂
大阪市 久八
大阪市 フレンズ
大阪市 かわぐち
大阪市 いこい
大阪市 歌謡 スタジオ ケイ・ツー
大阪市 マニラ タンバヤン バー
大阪市 ま
大阪市 スナック ピエロ
大阪市 君
大阪市 かみの
大阪市 居酒屋NEWあいちゃん
大阪市 パローレ
大阪市 がんだこ
大阪市 ささ花
大阪市 天草
大阪市 スナック 和気
大阪市 outRO
大阪市 九州っ子
大阪市 料亭 洛西 
大阪市 Mｒ
大阪市 すずや
大阪市 南風荘
大阪市 Times Square 美紀
大阪市 グリッター
大阪市 スナック 京
大阪市 いまむら
大阪市 大河
大阪市 ぶーめらん
大阪市 寿し 道楽
大阪市 アリとリス
大阪市 海華飯店
大阪市 CLUB 蓮
大阪市 笑音
大阪市 天ぷら ちあき
大阪市 今日子
大阪市 SUNSHINE
大阪市 カラオケステージダイアナ
大阪市 カラオケろくでなし
大阪市 スナック キーテール
大阪市 琴
大阪市 スナック LOVE YOU だよ
大阪市 レディ１
大阪市 串カツ京美
大阪市 栄留座
大阪市 スナック マイドリーム
大阪市 スナック 岬
大阪市 若尾
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大阪市 スナック ミカ
大阪市 カラオケ喫茶 さくら
大阪市 水軍
大阪市 ノーブレス
大阪市 鉄板焼まつおか
大阪市 シェルタープラス
大阪市 カラオケ くれよん
大阪市 そんぐ そんぐ
大阪市 カノン
大阪市 喫茶 スナック ローレル
大阪市 リッチモンド・バー
大阪市 music place ドンファン
大阪市 幸福餃子館
大阪市 CASUBAR
大阪市 おばんざいBar 蓮
大阪市 Unity
大阪市 レストランスナック 有明
大阪市 スナック八重
大阪市 スナック 釜山
大阪市 オーシャンブルー
大阪市 エスポアール
大阪市 SOUND IN COSMOS
大阪市 クラブ ミアリ
大阪市 hidemai～ひでまい～
大阪市 あそびBar glamorous
大阪市 スナック いい友
大阪市 美海
大阪市 居酒屋 カラオケ ソウル
大阪市 バー＆カラオケ オカメカフェ
大阪市 和ラウンジ朱音
大阪市 ピザ＆スコッチハウス カーニバル
大阪市 串源
大阪市 ラウンジ井上
大阪市 中国料理 天祥
大阪市 一期一会
大阪市 スナック無我
大阪市 cafe-bar cross
大阪市 ゴールデン・ボール
大阪市 Ange アンジュ
大阪市 Re：club
大阪市 ユニコーン
大阪市 スナック バッカス
大阪市 カラオケ唄ごころ・奥
大阪市 遊いんぐ
大阪市 スナック葵
大阪市 スナックハウス輩樽
大阪市 桂山
大阪市 瞳
大阪市 SOUKS
大阪市 セピア
大阪市 マーキュリー
大阪市 和み nagom!

3 / 33 ページ



市町村名 施設名称

※この一覧は、お申し出いただいた皆様であり、支給が決定された一覧ではありませんのでご留意ください。
                  （この一覧の情報は、申請書の記載内容に基づいています。）                   【順不同】

ご協力のお申し出をいただきました施設の一覧（令和２年７月７日公表分）

大阪市 スナック釜山
大阪市 慕恋呂
大阪市 スナックバンブー
大阪市 ちびくろ
大阪市 ムーンライト
大阪市 松幸昇
大阪市 スナック暖々
大阪市 ＭＵＳＩＣ ＢＡＲ 「ねことひげ」
大阪市 海鮮酒房 川
大阪市 メンバーズ木林
大阪市 離宮
大阪市 レジーナ
大阪市 一平
大阪市 ＨＩＤＥ－ＯＵＴ
大阪市 ハートリフレ ef
大阪市 ＫＡＺＮ
大阪市 カラオケ喫茶＆スナック フレンズ
大阪市 ＨＵＮＴＥＲ
大阪市 ＪＩＭＭＹ
大阪市 酔いどれ
大阪市 へっぷばぁ～ん
大阪市 NANA
大阪市 茶め茶め
大阪市 アンニョンバー
大阪市 ラビアンローズ
大阪市 カラオケスナック 朱鷺
大阪市 カラオケ喫茶 あい
大阪市 ＯＡカラオケスタジオ
大阪市 姫
大阪市 ふらんどる
大阪市 DNA/BOG
大阪市 bar Secret Chamber
大阪市 BAR ＺＥＲＯ
大阪市 信州そば 北浜店
大阪市 クレッシェンド
大阪市 彩楓
大阪市 マーチャント
大阪市 KAKITHUBATA
大阪市 LIEN
大阪市 すなっく ひな
大阪市 かめや
大阪市 恋（ＲＥＮ）
大阪市 たまりBar
大阪市 麻雀クラブ エーワン
大阪市 明美
大阪市 カサブランカ
大阪市 カラオケ喫茶・ROSE（ローズ）
大阪市 アムレート
大阪市 しあわせの居酒屋
大阪市 吉祥楼
大阪市 甘すぎてすみません
大阪市 大衆割烹一八
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大阪市 居酒屋バンジュ
大阪市 ひらの兆治
大阪市 エキシビジョン スペース ドゥラポ
大阪市 粉処十ハ
大阪市 フェリチーボ
大阪市 手打ちうどんDAIKI
大阪市 Hair set salon BAROQUE
大阪市 HIDE OUT
大阪市 UMIYA CAFE WEST POINT
大阪市 有限会社トラベルあさひエージェンシー
大阪市 有限会社ＳＡＹＡエステート
大阪市 GHOST ultra lounge
大阪市 BRIGHT
大阪市 リプサリス
大阪市 duck22
大阪市 Bar Freedom
大阪市 加賀屋会館
大阪市 人妻俱楽部 難波店
大阪市 小川亭とらちゃん上六本店
大阪市 天満橋レンタルスペース＆セミナールーム コクリ
大阪市 蜀味天下
大阪市 コンラッド大阪 SPA&FITNESS
大阪市 バンカレラなんば新館
大阪市 富士通オープンカレッジ阿波座校
大阪市 郷の舎大山
大阪市 ひもの野郎 南船場店
大阪市 うどん酒場 はちまん
大阪市 Eternity
大阪市 アナウンスゼミナール BANゼミナール
大阪市 エーベースジム
大阪市 天満肉焼屋 
大阪市 松乃井食堂
大阪市 club LUNA
大阪市 ラウンジ花
大阪市 焼肉やこや大正店
大阪市 無双ラーメン
大阪市 法善寺かもふく
大阪市 アマテラス大阪本店
大阪市 アイラブ韓流
大阪市 ボストン1952 
大阪市 アダム・アーツ・スクール大阪
大阪市 やわらぎの郷
大阪市 串かつ車家福島店
大阪市 パーラー東宝
大阪市 海都
大阪市 カチダイコ
大阪市 結鳥
大阪市 K-story
大阪市 晴屋本店
大阪市 株式会社アズクリエーション
大阪市 北新地トリュフ蕎麦わたなべ
大阪市 CAFEBEATO
大阪市 焼きとんぶったお初天神店
大阪市 魚菜処光悦
大阪市 山代
大阪市 Personal training まるジム
大阪市 ＪＩＬＬ
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大阪市 レインボー
大阪市 Darts shop R 
大阪市 神戸牛和ノ宮 なんばオリエンタルホテル
大阪市 はちごう
大阪市 居酒屋キセキ
大阪市 吉野寿司
大阪市 ライブハウスタカラ大阪
大阪市 BarTK
大阪市 Ｄ＆Ｎｉｇｈｔ
大阪市 Bar Tember
大阪市 地鶏と燻製 masa家
大阪市 イリス
大阪市 Eye Lash Salon Glanz 
大阪市 Bar Master Key
大阪市 レジリエンス株式会社
大阪市 焼肉一杯
大阪市 和佐塾
大阪市 サロン・ド・モンシェール本店
大阪市 エル・シエロ
大阪市 CARRERA
大阪市 CODE
大阪市 おっさんトースト
大阪市 光明館
大阪市 salon de  萌
大阪市 LeLien
大阪市 寿司バール漁祭 福島店
大阪市 しょうへい3000
大阪市 よってこ家 鶴見本店
大阪市 山田書籍株式会社 東住吉区支店
大阪市 お野菜カフェ8-eito-
大阪市 ベトナム料理 カラオケ センレストラン
大阪市 西成わっしょい祭屋
大阪市 Funnail南森町店
大阪市 SHINOBIYA 天保山マーケットプレース
大阪市 CRISCI
大阪市 スタートアップ合同会社
大阪市 ＣＯＭＯＤＯ
大阪市 笑卵
大阪市 saloon 有村
大阪市 Y-seven Bar
大阪市 ローストビーフ神戸 イオンモール大阪ドームシティ
大阪市 leaf orange
大阪市 道頓堀 青果酒店
大阪市 麻雀イイネ
大阪市 Bazzar
大阪市 炭と蕎麦 しろや
大阪市 インフォメンミナミ店
大阪市 北堀江工房 笑び茶び庵
大阪市 令庵
大阪市 まーじゃん リズム
大阪市 たこやき一休
大阪市 Mary'S （マリーズ）
大阪市 キッチンキママ
大阪市 U.KAI
大阪市 バーンスキタイ
大阪市 hanadoki
大阪市 おもてなし料理 一品
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大阪市 株式会社 新日本ツーリスト
大阪市 COMMUNICATION ROCK CITY
大阪市 bar ONE SPICE
大阪市 心一
大阪市 かすが娯楽場
大阪市 パチギンアースアンドムーン
大阪市 CLUB Dio
大阪市 Ｐｉｃｃｏｌｏ ＢＡＲ
大阪市 BRANDSIA
大阪市 CSEレコーデイングスタジオ
大阪市 前田塾
大阪市 株式会社リバース
大阪市 Club IRIS
大阪市 新日本オーシャン株式会社
大阪市 カーブス此花
大阪市 photo studio ZERO
大阪市 メンバーズ維
大阪市 Maple
大阪市 株式会社ワーク２１企画
大阪市 ＫＩＳＥＫＩ ＯＳＡＫＡ
大阪市 株式会社幸鷹
大阪市 旬の素材レストランたかつふじ
大阪市 カラオケパラダイス緑店
大阪市 SALON STORY
大阪市 UNA true beauty
大阪市 ＪＵＭＰＳ
大阪市 和食一
大阪市 .W watch salon
大阪市 株式会社クロスオーシャン
大阪市 レディマーマレード
大阪市 パソコン市民ＩＴ講座西田辺教室
大阪市 ACE OMNIBUS
大阪市 サロンドアレス
大阪市 美輝産業
大阪市 日本橋UPs
大阪市 Ｂｉｂｌｅ Ｃｌｕｂ
大阪市 HOTLIP
大阪市 Renoma
大阪市 銀座屋
大阪市 マロン音楽事務所
大阪市 BOAT&TACKLE FREEK
大阪市 RAON STUDIO 
大阪市 麺屋青空
大阪市 K's bar
大阪市 Sento Ballet Academy
大阪市 Healing space STAR ANGEL
大阪市 Bar S.D.D
大阪市 粋翔苑
大阪市 プールバリー
大阪市 アロマグレース
大阪市 谷町Ｍ女
大阪市 Bon Dieu
大阪市 Bar KING・REGINA
大阪市 カラオケ呑み処 いちご
大阪市 スナック アコ
大阪市 わたしの焼肉屋
大阪市 フラミンゴ
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大阪市 ソウルハートキッチンはら房
大阪市 ふぁぼり
大阪市 焼鳥×バールtorico358
大阪市 WINE BAR CROSS
大阪市 DUNGAREE
大阪市 AMBER
大阪市 会員制夕琴
大阪市 ヴィーナスライン
大阪市 古書肆 梁山泊
大阪市 No.11
大阪市 YAKITORI SHOP KAFU
大阪市 泳ぎふぐ専門 ふぐ吉
大阪市 studio cimo
大阪市 らーめんハウス 直ちゃん
大阪市 あかぎ屋 心斎橋北店
大阪市 ジュエル
大阪市 BAR ego
大阪市 Mito
大阪市 ＢＡＲ 美祿
大阪市 華月
大阪市 Bonheur ボヌール
大阪市 焼肉一宝苑
大阪市 Flügel
大阪市 すし処びんび
大阪市 Drnu
大阪市 Bar STRATHISLA 
大阪市 BAR FAM
大阪市 エステティックサロンRapport
大阪市 Bar ピカソ
大阪市 ZEN
大阪市 一歩手前
大阪市 bar Cajun Moon 
大阪市 Casino&Bar K
大阪市 旬菜にしだ
大阪市 ISLAND MOON
大阪市 へっさか もっさか
大阪市 屋台餃子
大阪市 トスンイ
大阪市 ラスモア
大阪市 EVOL
大阪市 炭焼きBISTRO O
大阪市 フラ オ カピオラニ
大阪市 笑酔人
大阪市 創作イタリアンバル シャバーノ
大阪市 ユーズ・バー
大阪市 bar ムーンライト
大阪市 Bar Hang Over
大阪市 LOUNGE Blossom
大阪市 club かおるん
大阪市 T&T
大阪市 KOTOBUKI
大阪市 なんぞ屋
大阪市 osoko
大阪市 Malo
大阪市 TRUM
大阪市 お酒の美術館 東心斎橋店
大阪市 HINAYA 

8 / 33 ページ



市町村名 施設名称

※この一覧は、お申し出いただいた皆様であり、支給が決定された一覧ではありませんのでご留意ください。
                  （この一覧の情報は、申請書の記載内容に基づいています。）                   【順不同】

ご協力のお申し出をいただきました施設の一覧（令和２年７月７日公表分）

大阪市 秀
大阪市 Body impact C｀s Detox
大阪市 さち音
大阪市 ピジョン
大阪市 TXAGORVA
大阪市 REIMS
大阪市 CLUB エンジェル
大阪市 公文式放出西教室
大阪市 ボルベールセカンド
大阪市 セラ
大阪市 ALISON
大阪市 Living
大阪市 中華料理 山水
大阪市 healinglabo  csweet
大阪市 Bar  Baden2
大阪市 tack
大阪市 クラブ山口
大阪市 カラオケスタジオ 喫茶 スナックボン
大阪市 焼酎酒屋たけ
大阪市 おさるのかごや
大阪市 BeBe倶楽部
大阪市 Cafe&Tearoom The Bottle Oven
大阪市 加奈寿司
大阪市 ClairAnge
大阪市 蓮華
大阪市 Bar calm
大阪市 アル・イクシール
大阪市 ダダ
大阪市 居酒屋乾杯
大阪市 NEXT
大阪市 サントリー  ローズ
大阪市 京屋
大阪市 BRILLIANT WORLD
大阪市 ネストボックス
大阪市 フォトステップス北江口店
大阪市 バーアルディ
大阪市 Wisteria
大阪市 fuleca
大阪市 Sunny
大阪市 堀江ゴルフアカデミー
大阪市 ハタノそろばん
大阪市 杉本梁江堂
大阪市 ラウンジ凰
大阪市 韓国炉端 万宝家
大阪市 Luxury Bar Expat
大阪市 炭火焼鳥壱庵
大阪市 music bar Hi-FIVE
大阪市 Legend（レジェンド）
大阪市 和み料理もりと
大阪市 オールドバー四ツ橋
大阪市 居酒屋 大黒 京橋
大阪市 鉄板YARO Shin
大阪市 Peach
大阪市 スターズオオサカ
大阪市 カラオケ喫茶あやこ
大阪市 pecoru nail & eyelash salon
大阪市 Cafe&Bar TREE BAR
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大阪市 莫
大阪市 ＢＡＲ ＰＬＵＳ
大阪市 アンサンブル
大阪市 小粋
大阪市 クラブ バカラ
大阪市 らうんじ ジュン
大阪市 Way Rockスピーチ＆コミュニケーションLabo
大阪市 ローザリィー
大阪市 Bar Big mouth
大阪市 田島屋
大阪市 ペルショワール
大阪市 2525niconico
大阪市 コーヒーショップ グリーンピース
大阪市 GUT'S BAR
大阪市 GROW
大阪市 メイウインズ
大阪市 マダムアンジュドボヌール
大阪市 ボードゲームカフェプラス
大阪市 呑み処 奄美
大阪市 十三すし屋台
大阪市 KOMO
大阪市 カラオケハウス まーちゃん
大阪市 Restaurant&Live NOUVEAU
大阪市 Shakti Yoga Studio京橋店
大阪市 BAR Reiche
大阪市 あじ平
大阪市 ジャザサイズ長居フィットネスセンター
大阪市 厨もり
大阪市 ソワレ
大阪市 夢ぼうず
大阪市 パブラウンジまりも
大阪市 カラオケbarYUI
大阪市 炭火ざく
大阪市 新リンパサロン咲洲 
大阪市 KANA Sound MuMu
大阪市 海匠
大阪市 居酒屋えびす
大阪市 ととのえや
大阪市 CHANCE
大阪市 ラポール
大阪市 bar shhh...
大阪市 ぢょか
大阪市 カラオケ居酒屋  星月
大阪市 たかむら。
大阪市 アウール
大阪市 ラザレ
大阪市 SHOT BAR TRIBE
大阪市 旬の酒場 さむらい
大阪市 Dine Factory  
大阪市 居酒屋カラオケ友
大阪市 BARアジト
大阪市 酒場 丘
大阪市 わんや
大阪市 Lounge Lian
大阪市 ザ・インドアゲーム
大阪市 島唄ライブ おぼらだれん
大阪市 barかめちゃんず。
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大阪市 蜆食堂
大阪市 BAR J'Z
大阪市 五右衛門
大阪市 GLORIA
大阪市 角や
大阪市 ちゃちゃ
大阪市 meme cafe
大阪市 煌めく
大阪市 えびす
大阪市 依成大衆酒場
大阪市 語り場スナック4U
大阪市 鳥たつ
大阪市 Luhla
大阪市 華道未生流教室（阪急三番街）
大阪市 PilatesStudioKANON
大阪市 縁
大阪市 リラクゼーションサロン reste salube
大阪市 遊輪YURIN
大阪市 Grace
大阪市 bar plus Ｌ
大阪市 和憩カルチャースペース
大阪市 Tomi
大阪市 ダイニング愛・優
大阪市 TREND space
大阪市 インディバサロンJolie★
大阪市 Vocal Space B
大阪市 プレイメイト
大阪市 モンターニャ
大阪市 居酒屋華
大阪市 アスタマニヤーナ
大阪市 JunkBoX
大阪市 スナック一番館
大阪市 カラオケ喫茶あや
大阪市 Order Made Jewelry
大阪市 cave
大阪市 居酒屋 ま
大阪市 砂上の皿
大阪市 アモーレイスラ
大阪市 学研 大和田教室
大阪市 伽琉駝門カフェ
大阪市 THＥ・ZOO
大阪市 セブンデイズ京橋
大阪市 カラオケ居酒屋 由美
大阪市 beauthlogy salon SANDHILL
大阪市 ゴローソ
大阪市 Ace Nail-エースネイル-
大阪市 ねぷ
大阪市 カラオケ居酒屋 蝶ちゃん
大阪市 VEGA
大阪市 麻雀 きんぐ
大阪市 Member’s Cloud
大阪市 カラオケワンダーランド
大阪市 Epicure
大阪市 俺のたこ焼き どん
大阪市 べる.えすぱーす
大阪市 studio b
大阪市 XoXoMelinda
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大阪市 FIRST.OSAKA
大阪市 サントリーTARO
大阪市 ナイトパブ ん
大阪市 呑処まいど
大阪市 ラウンジ 天使（エンジェル）
大阪市 北新地なかむら
大阪市 家屋
大阪市 シレーヌ
大阪市 和酒Barぎんやんま
大阪市 Bicolana
大阪市 竹広
大阪市 呑み処 喜好
大阪市 チホ
大阪市 ＩＭＭＵＮＩＴＹ＋
大阪市 旬味満菜居酒屋味寛
大阪市 yula
大阪市 揚子江ラーメン名門 神山店
大阪市 ReviA
大阪市 Singing Bar diva
大阪市 MEMBER’S TALK
大阪市 お好み焼き 大都
大阪市 オオノ屋
大阪市 鴨久
大阪市 酒菜 きっちん
大阪市 割烹ふくすけ
大阪市 ビバスタ
大阪市 痴女の宅急便
大阪市 日本料理 是しん
大阪市 ステージ喫茶 木村
大阪市 karaokeBar BBA
大阪市 LINDA  BAR
大阪市 マドンナ
大阪市 Ange
大阪市 Bar涙のイタリアンツイスト
大阪市 madrigal
大阪市 喜
大阪市 カラオケ 此処
大阪市 Bar 2nd
大阪市 呑処すぎはら
大阪市 ミールフォト
大阪市 BARオマツ
大阪市 善英
大阪市 リバティーハウス
大阪市 エン
大阪市 鳶BAR
大阪市 BACK DROP
大阪市 Lounge Rosy
大阪市 マツモト美容室
大阪市 味心その田
大阪市 でん
大阪市 bar eleven
大阪市 MEMBER'S Karin
大阪市 スタンド
大阪市 タツミビリヤード
大阪市 salon de BENI
大阪市 鶏平
大阪市 ナイトスポットエミ
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大阪市 Live bar N
大阪市 心花
大阪市 スタジオリンク真田山
大阪市 すなっくAmie
大阪市 風林
大阪市 麺屋イッショウ
大阪市 Ethnic Bar tam
大阪市 和 in bar 晴耕雨読
大阪市 己知色
大阪市 百歳時代
大阪市 貸会議室 Q
大阪市 アゲイン
大阪市 BAR TKC
大阪市 BAR PONY
大阪市 zucca
大阪市 モンキーズカフェ
大阪市 花唄Ⅱ
大阪市 蓮
大阪市 おにがしま
大阪市 純平寿し
大阪市 ホルモンバル 惑星みかん
大阪市 スナック和歌
大阪市 スナック ふれあい
大阪市 さくら草
大阪市 ハピネス
大阪市 プリティー
大阪市 北新地なか尾
大阪市 ラウンジ朋
大阪市 せぞん
大阪市 和食 青天
大阪市 Bar Curare
大阪市 占不動産
大阪市 ブラックチェリー
大阪市 エステサロンブランソワン
大阪市 居酒屋 こあじ
大阪市 野口太郎
大阪市 天地書房
大阪市 The Boite de Pandora
大阪市 居酒屋 RAN
大阪市 Ｅxceed
大阪市 ぽこあぽこ音楽教室
大阪市 遊華夢
大阪市 ポケット
大阪市 採
大阪市 お好み焼き＆旬の鉄板 ベジータ
大阪市 GIRAFE 
大阪市 とも
大阪市 居酒屋しんちゃん
大阪市 ほっこり酒場ASAHI
大阪市 美奈 Mina
大阪市 お好み焼き 鉄板焼き 優月
大阪市 楽山
大阪市 アップロード
大阪市 カレーショップ英登
大阪市 うまいもんや 一休
大阪市 Cache Cache
大阪市 Ohana
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大阪市 SOUNDS GOOD STUDIO
大阪市 ＨＡＲＩＥＭＩ
大阪市 K-club
大阪市 麺のようじ
大阪市 who am i
大阪市 八重
大阪市 コンフォート
大阪市 東明飯店
大阪市 香凛
大阪市 和風スナック まほ
大阪市 BAR CROSS
大阪市 居酒屋 宝
大阪市 美那
大阪市 Cafe&Bar RocknRolla
大阪市 Sweet居酒屋
大阪市 麻雀ハウスバン
大阪市 Cafe&BAR Angelio
大阪市 土佐備長炭焼とり 龍馬家
大阪市 わんだふる
大阪市 イベントバーエデン大阪梅田
大阪市 ルーヴル
大阪市 城南クラブ
大阪市 はる
大阪市 SAKA BAR
大阪市 お福
大阪市 クラブ90番
大阪市 Ｍｅｍｂｅｒ’ｓ結
大阪市 スナック51
大阪市 GB'S   CAFE area3
大阪市 華
大阪市 カラオケ喫茶 ジュン
大阪市 cafe bar 鐘の音
大阪市 プチ・ラセール
大阪市 レンタルスタジオ ロマンセロ
大阪市 Ａｌｌｏｎｓ－ｙ３８
大阪市 ＫａｌｉＹｕｇａ
大阪市 貴公子
大阪市 ききょう家
大阪市 imu
大阪市 まりも
大阪市 さくら
大阪市 ぶうけ
大阪市 楽園
大阪市 むつび
大阪市 すずらん
大阪市 ビストロソウルキッチン
大阪市 Bar新
大阪市 L
大阪市 居酒屋 月見
大阪市 ビストロBar hana
大阪市 green
大阪市 shiba-ya KINAKO
大阪市 ラウンジ リーブル
大阪市 ファニーストーリー
大阪市 Le.lien
大阪市 公文式万代教室
大阪市 Decanter
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大阪市 BAR kic
大阪市 すしおやじ巻平
大阪市 Symphonia
大阪市 ラウンジ優
大阪市 Boogie
大阪市 キャラバン
大阪市 ダイニングバー デスペラード
大阪市 フラットファイブ
大阪市 Lezzet Craftbeer & Food Experience Bar 
大阪市 chibi
大阪市 エース
大阪市 Ensemble Cafe TRIAD
大阪市 カフェ＆カリー ボタ
大阪市 Living まき
大阪市 喫茶デン
大阪市 居酒屋クローバー
大阪市 NORIKO GARDEN
大阪市 カラオケハウス ＭＯＮＳＴＥＲ
大阪市 喫茶とおりすぎてもいいんですか
大阪市 クラブ TAKARA
大阪市 Jazza
大阪市 パラシュート
大阪市 いつでも夢を
大阪市 玉造お好み焼き ぶ武
大阪市 KEN'S BAR
大阪市 サロン高嶋
大阪市 スナック One
大阪市 ショットバーらいふ
大阪市 BEARplus
大阪市 梅田サンボア
大阪市 エムズバー
大阪市 MEMBER’S 酒肆 小澤
大阪市 pooちゃん
大阪市 My
大阪市 お好み焼店 とよかわ
大阪市 パソコンにしうら
大阪市 グリルとおでん kante.PJT
大阪市 餃子や
大阪市 Ciel
大阪市 カラオケスタジアム サンキュー
大阪市 UKKARI BAR
大阪市 Club AIRS
大阪市 かき小屋フィーバー京橋駅前店
大阪市 スナック プティ
大阪市 スナックめぐ
大阪市 FREEDOM
大阪市 ステーキハウスポンド北新地店 
大阪市 はたごはん
大阪市 童
大阪市 JET DINER
大阪市 ひよこ
大阪市 BAR Cozy
大阪市 しんしん
大阪市 クラブ桃
大阪市 きん太
大阪市 あけみ塾
大阪市 Bar South
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大阪市 成留都
大阪市 おでん 聖
大阪市 逢
大阪市 えすてるーむ蓮
大阪市 Blue Rose
大阪市 焼肉味道
大阪市 Bar CDO
大阪市 カラオケ京ちゃん
大阪市 きずな
大阪市 カラオケ喫茶 くんみ1
大阪市 HARCIE BAR
大阪市 Reaching Moon
大阪市 ASOBI-BAR
大阪市 スナック すもも
大阪市 WEST
大阪市 魚屋ひでぞう
大阪市 極楽スタジオ
大阪市 BINELU
大阪市 ゴルフレッスンKスタジオ
大阪市 老紳士
大阪市 プルメリア
大阪市 Air
大阪市 tierra
大阪市 Bar Feliz-フェリス-
大阪市 WINE BAR even
大阪市 まんじ屋
大阪市 Bar  Glory  Flower
大阪市 snack TsuKi
大阪市 カメリーカラオケ
大阪市 MAINA's KAINAN
大阪市 ichiko美容室
大阪市 仏のガンプク
大阪市 SEVENTH EDITION
大阪市 スナック くれよん
大阪市 リトルバード
大阪市 激安串カツぼったくり
大阪市 楽喜
大阪市 カラオケヨロン島
大阪市 しるびあ
大阪市 Ever Free 愛
大阪市 マンマルハウス
大阪市 クラブ長崎
大阪市 スタジオギア
大阪市 海～UMI～
大阪市 せっせっせ
大阪市 にこにこサロン。
大阪市 エヴァモーション西中島
大阪市 クリスマス
大阪市 ラウンジ メイ
大阪市 カラオケ喫茶 ハナイロ
大阪市 カラオケ ワン・モア
大阪市 まあじゃん ほわいと
大阪市 Stare
大阪市 のものも まどか
大阪市 スナック ゆか
大阪市 Ｈｉｒｏ’ｓ Ｃａｆｅ
大阪市 御喜多
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大阪市 Riry
大阪市 しじみ
大阪市 Love&Peach：International Bar
大阪市 mamas' kitchen 市力
大阪市 Xie
大阪市 ダイニングサロンT2
大阪市 ワンモア
大阪市 ルナージュヒーリング
大阪市 BEER HOP
大阪市 カラオケ喫茶英恵
大阪市 Theater Cafe 信天翁～あほうどり～
大阪市 浮き世
大阪市 トルファン
大阪市 うたまろnoばぁー
大阪市 エッフェアンド Fand.
大阪市 べあ
大阪市 ＬＯＵＮＧＥ Ｎａｎａ
大阪市 からおけ いいかげん
大阪市 いづも
大阪市 ピーチモーション
大阪市 みたや寿司
大阪市 ラウンジ蝶
大阪市 鍋っ子うどん
大阪市 カラオケ喫茶 ワシントン
大阪市 NEXT BAR
大阪市 ベビードール
大阪市 autostrada 
大阪市 HIDEOUT
大阪市 たこ焼き・鉄板ぱっちー
大阪市 よしこ
大阪市 Bar jida
大阪市 ふるーる
大阪市 SNACKえんどう
大阪市 chiedashi教室
大阪市 週間マガリ
大阪市 オージャススパ
大阪市 シャンソニエ ジルベール・ベコー
大阪市 寿実
大阪市 どい亭HIKOBOSHI
大阪市 More
大阪市 ページワン
大阪市 スナックラウンジＤｉｏ
大阪市 秀ちゃん
大阪市 Jo's  Bar
大阪市 4STEPS
大阪市 P-style
大阪市 ニュー慶
大阪市 Ooops
大阪市 プライベートヨガスタジオYoga Yoko
大阪市 MY WAY
大阪市 喫茶＆スナック みやこ
大阪市 Philippine lounge ＡＱＵＡＲＩＵＭ
大阪市 BAR Salon39
大阪市 まるたけ
大阪市 居酒屋ふう
大阪市 麻雀俱楽部 ドルクス
大阪市 HOKAGE
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大阪市 クラブケリー
大阪市 ラウンジ W
大阪市 club WONDER
大阪市 thank you39
大阪市 アジアの料理とお酒chamcha
大阪市 ザックザック
大阪市 addcoffee
大阪市 NEW BANGKOK
大阪市 ONE COIN BAR HINA
大阪市 まごらが
大阪市 ストーンワールド ラピスラズリ
大阪市 立呑み酒場HAJIME
大阪市 たまりば
大阪市 日本手話を学ぶ会
大阪市 サロン・ド・ベニス
大阪市 リーカラオケ
大阪市 今時人
大阪市 竹島酒店
大阪市 BAR柴平
大阪市 居酒屋 歩
大阪市 CAFE&BAL akala
大阪市 マイウエイ
大阪市 LOCKSTOCK
大阪市 一品.カラオケ 婆爺
大阪市 2weeks  
大阪市 ＳＥＥ－ＹＡ
大阪市 ニューシャルマン
大阪市 MICKY HOUSE
大阪市 ぞうとカブトムシ
大阪市 大安
大阪市 MOKARICAFE
大阪市 絵本BARガブ
大阪市 居酒屋 麦
大阪市 ありんこ
大阪市 焼肉道場 松力
大阪市 ロレンス
大阪市 スナック マリモ
大阪市 BURGER PRODUCTS 京橋店 
大阪市 ventuno
大阪市 ラクーン
大阪市 BIGBANG
大阪市 ケモノミチの夜
大阪市 Partage
大阪市 居酒屋みそじ
大阪市 GREATEST
大阪市 ダイニングバー Kuu
大阪市 member's Ｔ＆Ｈ
大阪市 あじわい酒房あづま天満宮店
大阪市 カラオケ喫茶センチュリー
大阪市 LOVERS
大阪市 EXPLOSION
大阪市 桜ノ宮 大王
大阪市 Girl's nack 806
大阪市 カラコール
大阪市 村田健康館
大阪市 ヤキトンとお酒の店 きざし
大阪市 Az 高倉店
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大阪市 ＴＡＵ 中崎本店
大阪市 レストランバー R
大阪市 カラオケパブ浪漫地区
大阪市 和
大阪市 スナック梅村
大阪市 view
大阪市 ＬＡ ＲＥＩＮＥ
大阪市 ホームズ
大阪市 In Vogue
大阪市 Hookah's
大阪市 Family Girl
大阪市 ゴールデン・ニヤンバー
大阪市 だるま
大阪市 インドレストラン AKASH 備後町店
大阪市 Cafe &  Bar   Bee  Line
大阪市 Bar269
大阪市 Relaxationほっこり
大阪市 隠れ家創作餃子 KU-KAI
大阪市 優美
大阪市 うめや
大阪市 立ち呑み酒場   さとちゃん
大阪市 ＢＯＯＮ
大阪市 club MERCURY
大阪市 beautysalonreina
大阪市 メンバーズ 潤
大阪市 フルパレス
大阪市 花水木
大阪市 La.キャトルセゾン
大阪市 吉すし
大阪市 ⑥HUSBAND
大阪市 居酒屋ケンちゃん
大阪市 サウンドイリュージョン
大阪市 美・BODY・ヨガ VENUS
大阪市 ＥＭＡＮＯＮ
大阪市 SOUTHBANK 
大阪市 YOSA PARK Flute
大阪市 浜乃屋
大阪市 村松整体塾
大阪市 韓国風居酒屋 鳳ポン
大阪市 旨もん
大阪市 バーアンド
大阪市 ながぐつ
大阪市 スナック ちなみ
大阪市 さんちゃん屋
大阪市 ふたいろ
大阪市 Club Sky
大阪市 Blue
大阪市 ABCスクール
大阪市 タイ料理 パッタイ
大阪市 Eyelashsalon8
大阪市 フィリア（Philia)
大阪市 歩く里
大阪市 ルクール
大阪市 Ｄ ＭＩＬＡＮＯ
大阪市 ユーズバー
大阪市 居酒屋しら雪
大阪市 クラウドナイン
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堺市 カラオケTOP
堺市 中華 いたさん
堺市 ナイトイン フレンド
堺市 あくえりあす
堺市 スナック みゆき
堺市 居酒屋 かよ
堺市 華倶楽部
堺市 No Return
堺市 四季料理 しばいち
堺市 咲
堺市 紅葉
堺市 萬家
堺市 喫茶、カラオケ 海
堺市 スナック愛i
堺市 カラオケステージゆず
堺市 居酒屋 照
堺市 そうるめいと
堺市 カラオケ夢工房 ロジエ
堺市 る～ぷ
堺市 スナック じゅり
堺市 白ねこ
堺市 カラオケ・ローズ
堺市 カラオケスタジオ ドレミ
堺市 三田屋本店 中百舌鳥
堺市 喫茶 Kariomon
堺市 三国ヶ丘FUZZ
堺市 たこ焼麗和
堺市 ダイニングカフェ スクエア
堺市 プライベートサロンなかむら
堺市 居酒屋 愛咲
堺市 baccana
堺市 宏林
堺市 小料理 さとみ
堺市 堺テクネルーム
堺市 マッサージ・はり治療院らく
堺市 カラオケbarアメちゃら
堺市 一徳亭
堺市 アトリエ12
堺市 たこやき お好み焼き 鉄板焼き なぎの木
堺市 パブラウンジ川
堺市 ラウンジ瑞夏
堺市 鶴姫
堺市 PIVOフットサルスタジアム
堺市 DANCE STUDIO MARC
堺市 海鮮居酒屋 うおいち
堺市 中華KITCHEN 味由
堺市 スナックひまわり
堺市 カラオケ童夢
堺市 アニマル×アニマル
堺市 DOPPO
堺市 モンテセラピースクール堺校
堺市 ダイニング＆バー村一番
堺市 GOD．
堺市 ジュエリー竹井
堺市 つくねバカ一代
堺市 BAR MATSUMURA
堺市 キルターズクラブ沙羅の華
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堺市 ファジャ
堺市 うるおい
堺市 カラオケ笑娜以（そない）
堺市 ラウンジ藤
堺市 カラオケ喫茶JUN
堺市 club Ｒain
堺市 慶尚園
堺市 Aran
堺市 EYELISS
堺市 太陽クラブ
堺市 きらきら
堺市 N.K Ballet
堺市 スナック樹樹
堺市 珈琲館 マドモアゼル
堺市 灯
堺市 花水木
堺市 Dream
堺市 向山珠算教室
堺市 トレビアン
堺市 五福
堺市 スナックNao
堺市 タイム
堺市 H.S
堺市 kitchen&bar 909
堺市 リラックス SAI
堺市 エステサロングレース
堺市 みこ
堺市 ＣａｎＣａｎ
堺市 粋 iki
堺市 カラオケ喫茶春日
堺市 神楽
堺市 シンデレラストーリー
堺市 カラオケ喫茶今日和
堺市 鉄板焼鳥たまご
堺市 スナック恵子
堺市 アン
堺市 crazyroom不良WARU
堺市 Park side Cafe RIAN
堺市 学習塾 Sun Rise
堺市 メンバーズエ・アロール
堺市 Bar Non Chiamo
堺市 オフィスヤマモト
堺市 カラオケ・マーブル
堺市 chillout lounge OASIS
堺市 primopiano
堺市 アリス
堺市 食亭ひらひら
堺市 月鵺
堺市 カラオケスナック心花
堺市 soeurs
堺市 中国家庭料理深井飯店
堺市 SuminoPilates
堺市 いちやなぎ多鶴バレエ学園
堺市 Jezebel
堺市 SNACK DOLCE・１
堺市 ひまわり
堺市 海鮮七輪亭
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堺市 堺鳥焼酒場
堺市 ドマーニ
堺市 カラオケスタジオ MoMo
堺市 スナック恵子
堺市 串かつ永吉
堺市 M.K
堺市 M-1
堺市 よりみち
堺市 バル ブルーバード
堺市 ボアール
堺市 サロンド・picot
堺市 m..studio
堺市 shalala
岸和田市 Mother
岸和田市 ペルル
岸和田市 ワイワイ喫茶フレンド
岸和田市 メンバーズ銀太
岸和田市 ソウルクリエイトミュージック岸和田教室
岸和田市 ASAダイニングカフェー
岸和田市 CHIPPER
岸和田市 焼き鳥KAZAN
岸和田市 Karaokebar foryou
岸和田市 すまいる
岸和田市 鉄板焼 重石
岸和田市 創作ダイニング啓
岸和田市 まーじゃんはうす牌の実
岸和田市 呑み処 城
岸和田市 お好み焼き チャパ
岸和田市 BAR錦
岸和田市 カラオケとしちゃん
岸和田市 etelier mumu Visage
岸和田市 ミッキー
岸和田市 長ふね
岸和田市 Grand Bar
岸和田市 INA'S
岸和田市 Live&CafeBar  Schall Dose
岸和田市 LavieenRose
岸和田市 アノアノナーミリミリ
岸和田市 スナック 玉季
豊中市 かっぱ
豊中市 喫茶ラウンジ ヘブン幸子
豊中市 ラウンジ LOVE
豊中市 オスカー
豊中市 カラオケ喫茶 大阪屋
豊中市 健康娯楽麻雀教室
豊中市 カラオケセリカ
豊中市 Azul
豊中市 すなっく KAZU
豊中市 Dining Bar fitche
豊中市 スタジアム2001 大阪豊中店
豊中市 アルゴセブン ボウリング場
豊中市 あるごの湯
豊中市 ルーカ音楽教室
豊中市 カロッサ
豊中市 JuJu
豊中市 いなほ
豊中市 bonny crown
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豊中市 EMBELLIR
豊中市 カラオケスマイルプラス曽根店
豊中市 Birdie
豊中市 thee food rest 2nd
豊中市 カメナリ酒店
豊中市 Cafe Bar Rail side
豊中市 立ち呑み食堂 むしかり
豊中市 しげ寿司
豊中市 田んぼのあぜ道
豊中市 ラウンジ津和野
豊中市 劇場 天満座
豊中市 ショットバーリー
豊中市 酒歌楽歌
豊中市 ラウンジ和香
豊中市 emisia
豊中市 七福神
豊中市 night in ステーション
豊中市 ビューティサロンニモ
豊中市 ドル
豊中市 ｙ2
豊中市 エストレーヤ音楽教室
豊中市 バンブー
豊中市 カフェ アミューズ
豊中市 フェアリーエール
豊中市 カラオケすなっく フレンズ
豊中市 カラオケ 珊瑚
豊中市 アンダー ベアー
豊中市 中村座
豊中市 Five Star English 
池田市 ピニエール石橋
池田市 居酒屋 虎太郎
池田市 カラオケ ビバ
池田市 あおき
池田市 ラウンジ サリー
池田市 カナリア
池田市 Night Cafe 渚難済
池田市 コメダ珈琲店 阪急石橋駅前
池田市 串かつ まつり 池田駅前店
池田市 待夢
池田市 カジュアルスナックAbout
池田市 Zip-a-dee-nail
池田市 プリモス
池田市 花々
池田市 多蓮
池田市 カラオケ喫茶エリナ
池田市 CanCan
池田市 ブリッジ
吹田市 ぶたたまや
吹田市 KIKU
吹田市 スナック 桂
吹田市 やきとりおざさ
吹田市 スナック 星南
吹田市 Ange
吹田市 パブ 蘇芳
吹田市 JAG
吹田市 喫茶 ドンキ
吹田市 カラオケ喫茶サニー

23 / 33 ページ



市町村名 施設名称

※この一覧は、お申し出いただいた皆様であり、支給が決定された一覧ではありませんのでご留意ください。
                  （この一覧の情報は、申請書の記載内容に基づいています。）                   【順不同】

ご協力のお申し出をいただきました施設の一覧（令和２年７月７日公表分）

吹田市 Volare
吹田市 Lily eyelash
吹田市 七田式 江坂教室
吹田市 Riseshu
吹田市 Nail Salon LUCIA
吹田市 ハートコーヒー千里店
吹田市 歌枕直美音楽教室
吹田市 真
吹田市 カラオケ喫茶 こぶしの花
吹田市 Twin Reverb
吹田市 スズキ・メソード吹田 ヴァイオリン・ヴィオラ音楽教室
吹田市 九州ラーメン一品香
吹田市 寿司 いわ本
吹田市 レインボー
吹田市 酒 満々
吹田市 焼酎Ｂarにしき
吹田市 山下商店
吹田市 南州屋
泉大津市 ちどり食堂
泉大津市 カフェ・ド・トワ
泉大津市 伊奈華
泉大津市 ナイトスポット でんでん虫
泉大津市 ブティック＆カラオケスタジオ ロザン
泉大津市 蓼科
泉大津市 細打ちうどんそば処 かんさい
泉大津市 暁クラブ
泉大津市 サニーカフェ
泉大津市 たま屋
泉大津市 エルワン
泉大津市 タイレストランThian
泉大津市 風雷
泉大津市 スナックLuvPlant
泉大津市 保護猫カフェ&猫ホテルねこんチ
高槻市 喫茶＆スナック阿季
高槻市 立ち呑み
高槻市 居酒屋 さつま
高槻市 ナイトスポットT＆Y
高槻市 スナック カヨ
高槻市 MICHINORI
高槻市 カラオケ・ステージ・ビクターいのべ
高槻市 カラオケハウス さいこ
高槻市 インドアテニススクール クリスタルプランニング
高槻市 CLUB・Fits
高槻市 カンタムーチョ
高槻市 BAR ＋８
高槻市 鮨 ひびき
高槻市 epic EYELASHSALON
高槻市 New Style Club Chaos
高槻市 ロマンス
高槻市 スナック アミーゴ
高槻市 Dolls
高槻市 やまぼうし陶芸教室
高槻市 Ｎ2
高槻市 TSSY
高槻市 プチ茂南美
高槻市 カラオケソレイユ
高槻市 パブラウンジ 香月
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高槻市 スナック吟
高槻市 キッチンHIRO
高槻市 ＢＡＲ ＯＺ
高槻市 トゥジュール
高槻市 たけやん
高槻市 ＴＦＡ
高槻市 八
貝塚市 御田家もへじ
貝塚市 パンジョ カラオケスタジオつどい
貝塚市 moco house
貝塚市 極真会館大阪東支部・東GYM
貝塚市 枡
貝塚市 カラオケ みさき
貝塚市 居酒屋なす
貝塚市 カラオケスナック田
貝塚市 ECURY
貝塚市 カラオケ喫茶スナックあい
貝塚市 ＭｏＪａ
守口市 龍 Yong
守口市 匠～TAKUMI～
守口市 株式会社司観光サービス
守口市 アクシオンエステルーム
守口市 キャンベル
守口市 スナック みなよ
守口市 てっぱん まる
守口市 居酒屋ぼっけもん
守口市 朝引き地鶏石王
守口市 カラオケさしき
守口市 おはなちゃん
守口市 ゲームプレイスペースクルラコーン
守口市 居酒屋SAN
守口市 トライアングル
守口市 カラオケ チャンピオン
守口市 Dining Kitchen QUATTRO
守口市 呑処みゆき
守口市 近藤武道具
守口市 狩
守口市 青燕
守口市 カラオケBlue
守口市 ダイニングバー グランシエル
守口市 Dog kota
守口市 パーラーＡＢＣ
守口市 居酒屋いずみ
守口市 クラブ沢
守口市 京
枚方市 阿久根
枚方市 えび野
枚方市 ふじさか食堂
枚方市 カラオケ喫茶 風花
枚方市 ハーフタイム
枚方市 カラオケ すず
枚方市 ナイトラウンジ クレオパトラ
枚方市 カラオケ喫茶 蛍
枚方市 カラオケ喫茶アメリ館
枚方市 フェアリーテール
枚方市 鮨割烹二代目 司
枚方市 ＰＥＫＥ
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枚方市 レント
枚方市 スタジオココロ
枚方市 セルフエステROOM
枚方市 Apricot Kids English School
枚方市 ラウンジ ブーケ
枚方市 カラオケ喫茶なかよし
枚方市 ルリール
枚方市 NEW M
枚方市 やすらぎ処 安岐
枚方市 喫茶カズ
枚方市 ダンスファッション緑蔭
枚方市 ひかり
枚方市 ナイトインビュー
枚方市 ゆうげ
枚方市 cotedA’zur
枚方市 スナック あきら
枚方市 Gatto
枚方市 与太呂
枚方市 まいど本店
枚方市 和風スナック アルプス
枚方市 the celt house
枚方市 BAR GENESIS
枚方市 ライフ エナジー
茨木市 オスロ
茨木市 ソシオカルチャースクール
茨木市 Ｒｅｄ Ｒｏｏｍ
茨木市 ラウンジ優子
茨木市 Acoustic Live Bar 時代屋
茨木市 喫茶 むぎ
茨木市 鉄板焼 喜泉
茨木市 花のれん
茨木市 キングスロード
茨木市 青冥 茨木店
茨木市 STREET DANCE SCHOOL BOOM
茨木市 焼肉 ｈａｃｈｉ
茨木市 エステティックサロン＆ヨガスタジオ ナディ
茨木市 ダイニング あん
茨木市 Mon reve
茨木市 中華酒家香港
茨木市 海鮮ダイニング おとと
茨木市 サルメリアピザ 29
茨木市 Jamin
茨木市 薩摩の牛太南茨木店
茨木市 CAFE&BARf
茨木市 Ｌａ－Ｑｏｏ
茨木市 スナックいな穂
茨木市 スナックまり
茨木市 スナック 淑末
茨木市 シック
茨木市 子子子（コネコ）
茨木市 やきとり一番
茨木市 829
茨木市 すえひろ
茨木市 Bar Catch-Ball
茨木市 カラオケ喫茶ふじ
茨木市 ギャラリー花音
八尾市 カラオケ ソウル
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八尾市 墩 ピアーズ 
八尾市 スナック媛
八尾市 カラオケ ミュージック みゆん
八尾市 喫茶カリメラ
八尾市 CREO 
八尾市 粉助
八尾市 うどん処加門
八尾市 讃岐屋
八尾市 炭焼きキッチンとりこ
八尾市 ダイニング＆バー shirohige
八尾市 Eccola
八尾市 マルトク 居酒屋
八尾市 KOKOPELLI
八尾市 酒と肴 vin酌
八尾市 公文式八尾木教室
八尾市 旬彩酒家 秀
八尾市 ダイニングなごみ
八尾市 かごやま
八尾市 舞恋都
八尾市 ダイニングバー CROWD
八尾市 バロンドール
八尾市 赤坂
八尾市 カラオケ喫茶 楽友
八尾市 焼とり居酒屋 吉鳥 八尾店
八尾市 スナック亜紀
八尾市 珈瑠茶絵
八尾市 朝田ピアノ教室
八尾市 ニューらく・らく
八尾市 トータルボディケアサロン ボディ・シェイプ・マジック
泉佐野市 スナック恵美
泉佐野市 BAR Ｅｍｉ
泉佐野市 スナック かーこ
泉佐野市 岡野珠算学校
泉佐野市 桜島
泉佐野市 カラオケ居酒屋 八重
泉佐野市 居酒屋 笑ん
泉佐野市 yamano
泉佐野市 酒とおばんざい あかり
泉佐野市 南大阪占星術鑑定所
泉佐野市 Studio kulam
泉佐野市 串揚げ まる勝
泉佐野市 オレンジホール
泉佐野市 燻製と酒 まるき
泉佐野市 大阪府立佐野工科高等学校内食堂
泉佐野市 プリクラブりんくうシークル店
泉佐野市 DanceStudio Dstep
泉佐野市 酒房枡
泉佐野市 Hale’aina
泉佐野市 居酒屋 郁ちゃん
泉佐野市 スナック キャンドル
泉佐野市 ROSAS
泉佐野市 華那
泉佐野市 COCO・MARY
富田林市 ピットイン オモヤズプレイス
富田林市 ちょい呑み処 ろん
富田林市 まあじゃんHUG
富田林市 カラオケハウス キューピット
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富田林市 たびのおてつだい
富田林市 カラオケ パンドラ
富田林市 華
富田林市 ラウンジ 多か代
富田林市 カラオケ スタジオ パル
富田林市 スナック ミミ
富田林市 リフレッシュハウスM&T
富田林市 藤井珠算教室
寝屋川市 カラオケ喫茶 軽食 アンゲリカ
寝屋川市 スナック姫香
寝屋川市 楽食亭 神鍋
寝屋川市 おばんざい唄い処笑花
寝屋川市 カラオケ喫茶八豊
寝屋川市 スナックメルシー
寝屋川市 くう太
寝屋川市 カラオケ喫茶 ショコラ
寝屋川市 REGAL寝屋川店
寝屋川市 酔水
寝屋川市 株式会社ニスム
寝屋川市 The Snack
寝屋川市 チャッティー
寝屋川市 TGC スタジオ
寝屋川市 酒と焼酎 かくもと
寝屋川市 居酒屋のんき
寝屋川市 ちょい呑み 気まぐれ
寝屋川市 串あげ居酒屋あげあげ
寝屋川市 バークロノス
寝屋川市 ライブ＆カラオケバー・カフェシープレス
寝屋川市 麻雀クラブコウセイ
寝屋川市 BAR No.10
寝屋川市 いちびり家
寝屋川市 飲み処 愛・花
寝屋川市 カラオケスナックアムロ
寝屋川市 ステージパブ＆喫茶 フェニックス
寝屋川市 SNACK 爽～sou～
寝屋川市 ルシーダ進学ラボ
寝屋川市 遊
寝屋川市 とうふ亭
河内長野市 スナック花
河内長野市 八百角
河内長野市 スナック れもん
河内長野市 スナック 殿
河内長野市 串焼き ZERO
河内長野市 Salonde GRACE
河内長野市 スナック志津
河内長野市 輪の刻 炭焼バル 久
河内長野市 NAILSALON LUKA
河内長野市 カラオケ studio OZAKI
松原市 プサンオンニ２
松原市 １丁目ミカ
松原市 JIN（ジン）
松原市 焼とり 吉鳥
松原市 ハリマオ
松原市 スナック 一期
松原市 カラオケ喫茶 みち
松原市 紀州屋
松原市 カラオケ喫茶 すみれ
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松原市 カラオケ喫茶 美月
松原市 プレイランド松原店
松原市 笠原茶華道教室
松原市 生野食堂
松原市 しろうと麻雀ハーフ
松原市 スナック ハイヒール
松原市 居酒屋のん
松原市 MarriageAgent&Co.
大東市 花ごよみ
大東市 酒彩 由楽梨
大東市 食事処とくみち
大東市 インド料理カルマ
大東市 eye  lash salon Lievre
大東市 たけんとこ
大東市 スナック 美幸
大東市 on the road
大東市 リトルマーメイド
大東市 友善
大東市 アンジュ
大東市 Shiny
大東市 SOL
和泉市 対馬
和泉市 スナックめぐみ
和泉市 俵屋
和泉市 信太山
和泉市 BAR LOUISVILLE
和泉市 彦田郎
和泉市 カラオケ キヨミ
和泉市 カラオケ ローズ
和泉市 煌
和泉市 セブン
和泉市 カラオケ いずみ
和泉市 花海
和泉市 Hill's coffee
和泉市 牛屋３ちゃん
和泉市 月うさぎ
和泉市 麻雀ピース
和泉市 居酒屋 むさし
和泉市 snackちょーすけ
和泉市 ピンクストーン
和泉市 NAIL SALON I'MMM
和泉市 サムライ．ハート
和泉市 チエイ
和泉市 リビングバーSEA  HORSE
和泉市 笑福
和泉市 bar G-ZONE
和泉市 Z★A
箕面市 スナック美里
箕面市 エカンブロン
箕面市 JAAドローンパイロットスクール大阪
箕面市 みーとがぁでん
箕面市 ジュエリー神戸からの風千里中央店
箕面市 神音比
箕面市 カラオケ喫茶あんてぃ
箕面市 スナック櫂
箕面市 魚正
箕面市 公文式半町南教室
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箕面市 kino's kitchen.樹
箕面市 Ballet Studio Felice
箕面市 eyelash salon rocco.
柏原市 スナック しず
柏原市 カラオケシアター えっちゃん
柏原市 魚food UROKO
柏原市 Brilant
羽曳野市 たんぽぽ
羽曳野市 水響館
羽曳野市 ファニースクール
羽曳野市 カラオケラウンジ BIG辨
羽曳野市 美濃吉
羽曳野市 高嶋義塾
羽曳野市 アッシュ
羽曳野市 呑み処ちょっと。
羽曳野市 スナックあおい
羽曳野市 すなっく みみ
羽曳野市 Dog Salon moana
羽曳野市 味千拉麺 大阪伊賀店
羽曳野市 ちょっくら
門真市 居酒屋 アキ
門真市 プリマ
門真市 エステサロンａｎｒｉ
門真市 味処 わさび
門真市 いけ．いけ ひばり
門真市 ミニミニ マハラジャ
門真市 カラオケ喫茶 亜律子の駅
門真市 かどや
門真市 裕クラブ
門真市 アインズ癒し館 門真店
門真市 junglegorilla
門真市 お好み焼き育
門真市 カラオケらんど106
門真市 Ｂａｒ スカッシュ
門真市 こすもす
門真市 Lindo
門真市 カラオケ・スナック 男爵
門真市 おしろい花
門真市 創大学院 古川橋本校
門真市 ないしょ
摂津市 ラウンジ ふみ
摂津市 ゆらいどころ
摂津市 フリテン
摂津市 アイランド カヨ
摂津市 Snack SAKURA
摂津市 カラオケスナック 花・花
摂津市 居酒屋キャサリン
摂津市 Shanti(シャンティ)
摂津市 居酒屋あさひ
摂津市 きたの
摂津市 fioridelsole
高石市 カラオケ喫茶店ドール
高石市 あっとくぅ～
高石市 カラオケ喫茶 蘭
高石市 和み料理 夢酒房
高石市 BAR OLIORI
高石市 花水木
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高石市 地下スナックmisumi
高石市 23twentythree
藤井寺市 ジュノー M
藤井寺市 はびきのうどん
藤井寺市 bijou
藤井寺市 蒼空
藤井寺市 ナイトインひまわり
藤井寺市 立呑処 たらちゃん
藤井寺市 新極真会南大阪支部
藤井寺市 おちゃのこ彩菜
藤井寺市 ＥＣＣジュニア藤井寺市役所前教室
藤井寺市 カラオケバー遊人
藤井寺市 TOY.BOX
藤井寺市 soul(ソウル）
藤井寺市 Nauwaleno
藤井寺市 音羽菊初会
藤井寺市 ちょっとＢＡＲ セルフィッシュ
藤井寺市 ＲＩＳＥ
東大阪市 瀬戸鮨
東大阪市 Seventh Heaven
東大阪市 お好み焼 ちゃこ
東大阪市 スナックさち
東大阪市 都
東大阪市 スナック ぼてぢゅう
東大阪市 ロマン
東大阪市 Pray
東大阪市 京ちゃん
東大阪市 ステラstella
東大阪市 ルージュ
東大阪市 みすず
東大阪市 ぽけっと
東大阪市 ＴＯＭ‘Ｓ
東大阪市 カラオケパラダイス
東大阪市 プレジール玉串
東大阪市 ICCクリニカルセンター
東大阪市 SAI GON BAKERY
東大阪市 Akiko倶楽部シェリー
東大阪市 LOOP  .vg
東大阪市 いたりあんizakaya祐
東大阪市 トシ
東大阪市 赤ふくちぁん
東大阪市 廣原珠算教場
東大阪市 お好み焼 サボテン
東大阪市 赤ちょうちん
東大阪市 ちろりん村
東大阪市 スナックかなちゃん
東大阪市 ぷらす
東大阪市 スナック遊＆YOU
東大阪市 MUSIC BAR STAND BY ME
東大阪市 来来
東大阪市 居酒屋れんこん
東大阪市 Food Bar527
東大阪市 CLUB ANNY クラブアニー
東大阪市 カラオケスタジオ とも
東大阪市 酒房はしもと
東大阪市 スナック 磯吹風
東大阪市 カラオケ居酒屋いちばん
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東大阪市 ALIVE
東大阪市 まーじゃん ピース
東大阪市 カラオケ喫茶 宴
東大阪市 カラオケスナック ミモザ
東大阪市 スナック ウインク
東大阪市 ぽろとこたん
東大阪市 ピノキオ
東大阪市 エステティックサロンBelle
東大阪市 居酒屋 星
東大阪市 チャチャ
東大阪市 カラオケハウス 美和
東大阪市 ABCゴルフ室内練習場
東大阪市 Scottish Pub Bridgend
東大阪市 ちょっと居酒屋 ぜろ
東大阪市 Ｃａｓａ Ｂｌａｎｃａ
東大阪市 エンゼルまこⅡ
東大阪市 中華食房 正記
東大阪市 このみ
東大阪市 Paradis
東大阪市 スナック台北莉莉
東大阪市 Cafe&Bar IRIS
東大阪市 カラオケ喫茶 寿美
東大阪市 スナックアズ
東大阪市 club GENIC
東大阪市 ラウンジフラッシュ
東大阪市 愛
東大阪市 チョアヨ
東大阪市 Emotion
東大阪市 串カツ大谷
東大阪市 Bar Lounge CoCo
東大阪市 友仁堂写真館
東大阪市 sai
東大阪市 BAR SMILE
東大阪市 お気楽居酒屋あじあん
東大阪市 Rakiant
東大阪市 LION
東大阪市 マッサージ小畑
東大阪市 Irie
東大阪市 志のぶ
東大阪市 とりひげ
東大阪市 なにわ健康ランド 湯～トピア 女性あかすりコーナー
泉南市 居酒屋 涼
泉南市 星來
泉南市 スナックBrownTabby
泉南市 美容整体フォレスト
泉南市 カラオケ ラピス
泉南市 カラオケ るみ
四條畷市 明呼
四條畷市 あんちゃん
四條畷市 創大学院 四条畷北教室
四條畷市 K2S
四條畷市 たこ将軍
交野市 ドッグマーク
大阪狭山市 スナック モグラ
大阪狭山市 お好み焼 樹菜
大阪狭山市 中華料理 楓華
大阪狭山市 カラオケスタジオ ピヨピヨ
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大阪狭山市 金剛珠算塾
大阪狭山市 Red Re:Born
大阪狭山市 グランブルー
阪南市 カラオケこころ
阪南市 ファクトリー1＋
阪南市 ビギン
阪南市 緑の館
阪南市 呑み処 涼
阪南市 鉄板焼 おもいつき
島本町 居酒屋みやび
島本町 スナックchao
忠岡町 カラオケさくら
忠岡町 とし
忠岡町 studio eNu
忠岡町 ありあけ
忠岡町 居酒屋あそこ
熊取町 スナック ゆう
熊取町 スナックホワイト
熊取町 四川火鍋 辣王
岬町 陶芸たがいまさお
岬町 なご弥
太子町 カラオケスナック リサ
河南町 いこいの場かえる
河南町 麻雀クラブ園
河南町 全日本ロードサービススクール
河南町 ラウンジ ＢＩＢＩ
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