
市町村名 施設名称

大阪市 鳥 正
大阪市 料理処くいしん坊
大阪市 エルベ
大阪市 藤
大阪市 カフェバー こり巣の木
大阪市 お好み焼きてんぐ桃谷店
大阪市 すし銀
大阪市 カラオケ喫茶シャルマン
大阪市 板野家
大阪市 居酒屋 さくら
大阪市 パブラウンジ白樺
大阪市 旬菜料理 ひまわり
大阪市 カフェ ペヨコ
大阪市 桃太郎
大阪市 夢の中
大阪市 源八
大阪市 カラオケ喫茶かつら
大阪市 奈美
大阪市 和彩工房料理 ほのか
大阪市 カラオケスナック VoCaL
大阪市 ニュー順子
大阪市 ビアンカ
大阪市 甜 蜜蜜
大阪市 華燕
大阪市 居酒屋 愛加里
大阪市 居酒屋 馨
大阪市 ON AND ON
大阪市 地酒の店 寅次郎 番屋
大阪市 カラオケ 暖
大阪市 居酒屋 スゴロク
大阪市 ニュー まき
大阪市 BamBoo
大阪市 カラオケちょっとだけ
大阪市 土佐料理みなみ
大阪市 GOHAN
大阪市 スナック ムーンライト
大阪市 居酒屋だいちゃん
大阪市 LOTUS
大阪市 公文式 大阪林寺教室
大阪市 新きみ乃
大阪市 心 カラオケ喫茶
大阪市 居酒屋 小園
大阪市 玉佐
大阪市 カラオケ喫茶 ユーミン
大阪市 ぷっちんぷりん
大阪市 鬼酔
大阪市 小だるま 十三東口駅前店
大阪市 Gnarly Days
大阪市 ケントハウス本店

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９日公表分）
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大阪市 有限会社丸尾カメラ店
大阪市 イタリア家庭料理の店 ポコアポコ
大阪市 定食酒場食堂 大阪4号店 ゆくる
大阪市 スタジオビックワンシアター
大阪市 うえだや
大阪市 アズールライフ
大阪市 POWERHOUSE大阪
大阪市 SABAR阪急三番街店
大阪市 森野サンプル
大阪市 なんでんねん
大阪市 中華料理 福
大阪市 クオートアイラッシュ
大阪市 徳田酒店 ルクア大阪店 
大阪市 夢太郎
大阪市 アポロン
大阪市 焼き鳥の名門秋吉難波店
大阪市 麻雀ぼくがんばる
大阪市 Aashapura
大阪市 COCCO英会話
大阪市 DININGあじと
大阪市 小顔こまち
大阪市 梅田・十三どすこい倶楽部
大阪市 ＫＵＣＨＥ(クーシェ）
大阪市 Tresor
大阪市 Under.
大阪市 ラフィネストラ
大阪市 株式会社IDEAL
大阪市 大阪ブリキ玩具資料室
大阪市 炭火焼dining 暁
大阪市 一期一笑
大阪市 Y’s(ワイズ)
大阪市 THE BAR新大阪
大阪市 ブラッスリーブー
大阪市 鳥魚 宗右衛門町店
大阪市 いずみバーグ
大阪市 アヴァロン
大阪市 ヨガ・ピラティススタジオ AERIAL
大阪市 A Plus Fitness
大阪市 BAR＆DINING HIMAWARI
大阪市 kpopアジト
大阪市 なんば体操クラブ
大阪市 アトリエ ヒロ
大阪市 阿倍野屋
大阪市 周（amane)
大阪市 やよい軒難波中２丁目店
大阪市 菜美ら
大阪市 VEGA eスポーツカフェ
大阪市 寿
大阪市 L&L
大阪市 アートスペースよつば
大阪市 株式会社池永
大阪市 WINE SHIRATAKI
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大阪市 la sow(ラ ソウ）
大阪市 藍天
大阪市 さらんばん
大阪市 誠至会
大阪市 カラダのミカタ整体院 井高野院
大阪市 海からの贈り物 岩城真珠
大阪市 お好み焼きもみじ
大阪市 株式会社UAVJAPAN
大阪市 サラマンジェ角屋
大阪市 ひょうたん寿し
大阪市 アーチストぱんぷりん 平野本町店
大阪市 DANDAN ENGLISH CAFE
大阪市 株式会社清原電気
大阪市 DANDE
大阪市 Ｂａｒ BATA2
大阪市 株式会社マッシーズトラベルサービス本店営業部
大阪市 セラピエール梅田店
大阪市 爛
大阪市 北京鍋 羊蠍子 
大阪市 らーめんあじどの
大阪市 色Shiki
大阪市 Amusement Dining Bon Bon
大阪市 牛若丸 梅田店
大阪市 居酒屋カラオケ 三姉妹
大阪市 株式会社仙福南陽堂
大阪市 マーチャオβ大阪梅田店
大阪市 K2 FACTORY
大阪市 マーチャオω大阪京橋店
大阪市 チョイス
大阪市 素ショップ
大阪市 きなりがらす京橋店
大阪市 藤乃
大阪市 マーブル工芸株式会社
大阪市 平野BBQフィールド
大阪市 たこ焼きまっちゃん
大阪市 Cafe・カラオケ ベリー
大阪市 台湾タンパオ 心斎橋船場店
大阪市 かねよし旅館
大阪市 シーキャッツ
大阪市 げんき
大阪市 株式会社ウィンサイド スマホ・アプリ・スクール
大阪市 株式会社オユモ
大阪市 グリーンアース
大阪市 美豚
大阪市 備長串屋わたる 天満店
大阪市 ACORN Buy&Sell Vintage
大阪市 Factory5
大阪市 プラエ
大阪市 海鮮屋台 ゆうだん丸
大阪市 ete
大阪市 KANSAI COLLECTION ENTERTAINMENT
大阪市 神戸つくねや谷町7丁目劇場
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大阪市 アルチビオ堀江店
大阪市 日本語塾DISCOVERY SUPPORT
大阪市 逢い居酒屋
大阪市 オハナ
大阪市 京橋スキャンダル
大阪市 兆
大阪市 UCサロン
大阪市 ミカランセ 
大阪市 カーブス天満店
大阪市 株式会社U-Leading
大阪市 La vie en Rose osaka
大阪市 ラッキーウエスト 健康フィットステーション
大阪市 AMORE天神橋店
大阪市 dining Bar endure
大阪市 Askim
大阪市 crewso
大阪市 ハローパソコン教室上新庄校
大阪市 朝の甘味
大阪市 エクササイズダンス FIPSTA
大阪市 KAYO漢方スリムサロン
大阪市 メルカートピッコロ
大阪市 陳麻家肥後橋店
大阪市 大舌头麻辣烫
大阪市 ホテルナニワ
大阪市 旬菜房むげん
大阪市 台湾キッチン料理点心教室
大阪市 秀英ゼミナール平林教室
大阪市 Cityダンススクール
大阪市 No.19
大阪市 闘鶏
大阪市 NUMBER ONE
大阪市 イタリア料理リチェルカ
大阪市 中国東北料理 月縁春 １号店
大阪市 cafe&bar spoon
大阪市 ＢＡＭＢＯＯ
大阪市 NICOtt bar
大阪市 ドンナドジ
大阪市 居酒屋大漁 西中島支店
大阪市 Cendana
大阪市 大和屋
大阪市 エステティックサロンキャプシーヌ
大阪市 ちーず亭
大阪市 ピアチェーレ大川
大阪市 blanche
大阪市 洋風キッチン テトラ
大阪市 BAR 㐂坐吽
大阪市 からあげ玉造
大阪市 新明石
大阪市 カラオケ喫茶 和
大阪市 こあくま
大阪市 AGORA
大阪市 居酒屋よってや
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大阪市 雀荘パーク
大阪市 もしもし佳芽よ
大阪市 Italian Bar 刃
大阪市 Vamos Bar
大阪市 DEN☆DEN
大阪市 No.20
大阪市 一鶏一炭
大阪市 バカラ
大阪市 居酒屋らん姉妹
大阪市 GRILL ROCKY
大阪市 paradox
大阪市 旅館割烹 鶴澤
大阪市 ちょっと一旬
大阪市 洋食屋Iwanaga
大阪市 ROSSO 
大阪市 シボン
大阪市 FACIAL SALON ANGE.
大阪市 bar Pirata
大阪市 cassie's
大阪市 ラウンジ揚子
大阪市 権兵衛
大阪市 今宮珠算塾
大阪市 公文式  中崎１丁目教室
大阪市 肴とおでんまーしぃ
大阪市 肴家
大阪市 CLUB A2O
大阪市 j. エポック
大阪市 VIP
大阪市 愛れん
大阪市 井出家
大阪市 ダリア
大阪市 KOKORO
大阪市 おもちゃ箱
大阪市 ねこ丸
大阪市 あぶり屋 まんま。
大阪市 キッチン ナカジマ。
大阪市 サントリースタンドおくだ
大阪市 Cafe & Bar Sabaidee
大阪市 酒 毎日
大阪市 牡蠣料理専門 かき小屋ランドリー
大阪市 MNO48
大阪市 すなっく かわい
大阪市 喫茶マミー
大阪市 Singing Bar とまり木
大阪市 Studio Hideaway 日本橋店
大阪市 串揚げ&BAR2811
大阪市 焼き鳥居酒屋 千鳥
大阪市 Selfish
大阪市 PRIDE
大阪市 BAR THREE
大阪市 しゃぶしゃぶダイニング壱
大阪市 Quiet Storm Cafe
大阪市 カラオケ ヨーコ
大阪市 Duck Dive
大阪市 都会に生えたしいたけ
大阪市 宵待草
大阪市 Nuts Bar
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大阪市 ソンクラン
大阪市 平野富美男の店
大阪市 Cuisine d' Osaka Ryo
大阪市 PLATON
大阪市 ゴルファーズクラブJ
大阪市 MARY GRASE LOR'DS
大阪市 ルージュ
大阪市 すなっくやよい
大阪市 音屋
大阪市 キー眸
大阪市 Columbia8  北浜本店
大阪市 Chou Chou
大阪市 N＆N Sisters 
大阪市 BAR LODGING & KIN
大阪市 ベッソマリアール
大阪市 bar inspire
大阪市 CROSS ROAD
大阪市 NG
大阪市 居酒家 勇雅
大阪市 EBOO
大阪市 MIXOLOGY&FACTORY BarGEAR
大阪市 音太小屋
大阪市 カラオケ喫茶 心
大阪市 ZAISANラウンジ
大阪市 りおん
大阪市 さち
大阪市 永田フォト
大阪市 地鶏のまる
大阪市 登龍門なんば店
大阪市 ドッグサロンバディー
大阪市 中華料理 ひろや
大阪市 日本橋Bucks
大阪市 MIYU MIYU
大阪市 アメリカン
大阪市 道
大阪市 ウィッシュ
大阪市 Forum
大阪市 サロン プルメリア
大阪市 ヤングぼん
大阪市 ハイボール 小路
大阪市 上等カレー BR長堀橋店
大阪市 EL RINCON LATINO
大阪市 GOLD
大阪市 スナックVICTORY
大阪市 赤蜻蛉
大阪市 寄り道
大阪市 Stella nail
大阪市 キンクイ。
大阪市 沖
大阪市 木村屋
大阪市 club daphnia
大阪市 セットサロン ラビッシュポー
大阪市 ラウンジ 峰
大阪市 キャサリン
大阪市 西川茶道教室
大阪市 CERKLE
大阪市 花門
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大阪市 カフェアンドバーPEG
大阪市 ぢどり亭北巽店
大阪市 Living Place Sun
大阪市 カフェ リバティー
大阪市 丸一屋 
大阪市 わいわい
大阪市 maison
大阪市 ＳⅡ
大阪市 まごころ幸
大阪市 Ｂless
大阪市 旨い料理旨い酒じょうじ
大阪市 とろとろ食堂
大阪市 焼肉藤山
大阪市 はやし
大阪市 大池会館
大阪市 ビタミン
大阪市 リリーレザーデザイン
大阪市 カラオケ居酒屋歌麿
大阪市 月のなか
大阪市 アユタヤ
大阪市 メンバーズクラブ三浦
大阪市 多恵
大阪市 くだものハウスゆーゆー
大阪市 U.K
大阪市 スナックTrap
大阪市 夢一夜
大阪市 bar 秘密基地
大阪市 YES
大阪市 楽笑
大阪市 kimono bar musée
大阪市 五山
大阪市 AGAIN
大阪市 彩花
大阪市 LOVE&BEAUTY
大阪市 伊太利屋
大阪市 石ノ花
大阪市 ステップアウトダンススタジオ
大阪市 CLUB miki
大阪市 クロワッサン
大阪市 ecLice
大阪市 奴寿し
大阪市 西洋料理コンフェイト
大阪市 めん亭亀八
大阪市 ラウンジ美加
大阪市 ら・く～る
大阪市 フリークス
大阪市 ジュエル 煌
大阪市 くまの家
大阪市 FINO
大阪市 沖縄料理GOONies
大阪市 スペシャル
大阪市 水車小屋
大阪市 さんまでGO
大阪市 蛸
大阪市 いったらんかい
大阪市 かくれんぼ
大阪市 笹舟屋
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大阪市 からおけすぽっと 蛍
大阪市 ワイン割烹 Et Ce
大阪市 BAR ふたごや
大阪市 つるまるダイニング
大阪市 カラオケスタジオ ブランカ
大阪市 居酒屋 真悠
大阪市 海酸漿
大阪市 友
大阪市 ラウンジ対馬
大阪市 サワッディーカ
大阪市 麻雀クラブつるみ
大阪市 旬菜バールリカリカーレ
大阪市 PIZZERIA DueSette
大阪市 ケ・セラ・セラ
大阪市 Studio M Ballet
大阪市 桂
大阪市 GHIBELLINA 
大阪市 学Lab
大阪市 with
大阪市 鳥まさ
大阪市 あそびば
大阪市 Snack Smile
大阪市 バルーンアートパワフルゴリラ
大阪市 ひろ作
大阪市 大阪天神ジム
大阪市 リルウフェイス
大阪市 atelier de LIBERTE
大阪市 ひろかずや
大阪市 カレー＆バー マイティ・ルゥ
大阪市 釜屋梅八郎
大阪市 かがやダンススタジオ
大阪市 千林駅前カフェ
大阪市 unknown
大阪市 玉子たこ焼きひよこ
大阪市 カラオケあいつ
大阪市 LALACHA
大阪市 早川一平サックス教室
大阪市 Kaori__f AmaZing Salon
大阪市 居酒屋 花
大阪市 アイミュージックスクール
大阪市 ちょい呑みやっちゃん
大阪市 今里吟味亭
大阪市 MACARONI DESIGN 鶴見店
大阪市 海鮮居酒屋みぃつ
大阪市 花沁
大阪市 ももの実
堺市 カラオケ アイリス
堺市 歌うスタジオ うぐいす
堺市 申手延麺
堺市 ウッフ アリオ鳳店
堺市 RAKIA’
堺市 はなてんラーメン堺東店
堺市 アロマテラピー花笑み
堺市 祥福の湯
堺市 スタジオＬＵＰ
堺市 Passimo21
堺市 ほぐし屋ＫＩＤ

8 / 13 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９日公表分）

堺市 ちょい悪
堺市 四季一善 北野田店
堺市 ラウンジフェアリー
堺市 鮨炭焼き楠
堺市 nail salon8.
堺市 CAFE WIND-BELL
堺市 ユニシーズ
堺市 学研教室 今池町教室
堺市 イタリアンバールアンダンテ
堺市 スナック  マドンナ
堺市 BAR K.T.M.
堺市 カラオケＷＯＲＬＤ
堺市 Lounge Mirai
堺市 楽
堺市 Bar N
堺市 若草塾
堺市 かわせ
堺市 スナック オンニ
堺市 フィリピンラウンジBiniBini
堺市 アニメバーたまりば
堺市 Aet
堺市 つまみ喰い
堺市 豊好
堺市 hanahana
堺市 写真屋
堺市 よい波
堺市 GT GYM
堺市 あぶりや和牛どん
堺市 ラウンジ 彩
堺市 サウンド パブ カレス
岸和田市 カラオケルームニューキシワダ
岸和田市 魚とおだし しずく
岸和田市 uwasano Muu
岸和田市 洋風居酒屋ちゃっちゃ
岸和田市 カラオケ順
岸和田市 麻雀CUBE
岸和田市 カラオケすみえ
岸和田市 BarHeaven
岸和田市 オーディション
岸和田市 鶴八
岸和田市 わっ花
岸和田市 お好み焼・鉄板焼 みっちゃん
岸和田市 カラオケニューなかよし
岸和田市 K-Style
豊中市 すわりや
豊中市 旬菜処 岡崎
豊中市 木の実
豊中市 もぐら
豊中市 田舎
豊中市 ザ サンラウンジ豊中店
豊中市 スプレンドレ・ジェマ・本社 営業部
豊中市 酒処赤ちょうちん
豊中市 一品料理 ゆき
豊中市 マルショウ
豊中市 蓮天
豊中市 どれみ
豊中市 韓国理科・焼肉 コッテジ
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豊中市 まや
池田市 とり竹本店
池田市 酒房がんがら
池田市 ぽこあぽこ
池田市 シジュマセリ
池田市 ピースライオン
吹田市 優月
吹田市 マイ・ドリーム
吹田市 京子の部屋
吹田市 居酒屋 純
吹田市 株式会社泉屋書店
吹田市 ソーシャルラウンジ ダンス
吹田市 きずな
吹田市 水無月
吹田市 ラーメン熊きち
吹田市 居酒屋ほたる
吹田市 創伸学塾吹田校
吹田市 たこやき屋たこっち
吹田市 沖田音楽教室
吹田市 ルナ
泉大津市 四季料理 晴
泉大津市 カラオケ喫茶ＪＵＮ
泉大津市 スナック花
泉大津市 浜野学習塾
泉大津市 絹 しるく
泉大津市 西洋料理 グリルミナミ
泉大津市 もみの樹
泉大津市 シープ
高槻市 書楽庵
高槻市 カラオケ喫茶 オリーブ
高槻市 夢さき
高槻市 宗さん
高槻市 高槻天然温泉 天神の湯
高槻市 合同会社ＣＨ
高槻市 キッチンたきざわ
高槻市 地鶏蔵
高槻市 PALU～M
高槻市 どろんじょ
高槻市 すし処 宏
高槻市 Diamond
高槻市 桃太郎
高槻市 JUN
高槻市 ガッちゃん 元気塾 パソコン登町教室
高槻市 プライベートネイルサロンBrilliant
高槻市 まいどおいど
高槻市 songbird
貝塚市 遊裕日和
貝塚市 ステーキレストラン夢一喜
貝塚市 くろーばー
貝塚市 とりたこ御殿
貝塚市 はっぴ～
守口市 Laughing Owl
守口市 からだクリエイト
守口市 スナック魅都夜
守口市 パブスポットしばふ
守口市 ニコルクラブ
守口市 みなと屋
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守口市 スナックバージュン
枚方市 カラオケ喫茶 櫻
枚方市 しゅんちょう
枚方市 ずんべら屋
枚方市 フィットネスワン 枚方店
枚方市 有限会社ペリドット
枚方市 夢の辻占
枚方市 エムズエイト
枚方市 ヤッホーシャンテ
枚方市 サンドガーデン
枚方市 焼肉まる八
枚方市 Night in N
枚方市 Pacific Sun
枚方市 ナイトラウンジ釜山
枚方市 洋食かりん
枚方市 カラオケ喫茶フロール
茨木市 おまかせ鮨処 なか井
茨木市 焼鳥ばーでぃー
茨木市 SUPERCOSMO  PREMIUM茨木インター店
茨木市 お宝GET大阪 工具・家具館
茨木市 studio attic
茨木市 河寿司
茨木市 BAR  LUST
茨木市 エレガンテレジーア
茨木市 カラオケ喫茶 連
茨木市 SRnail
八尾市 カラオケパブ ミラノ
八尾市 Cafe&BarＭＡｒｃ
八尾市 ｓｎａｃｋ ＩＲＩＳ
八尾市 SUPERCOSMO  八尾恩智店
八尾市 BAR CARUPE
八尾市 サロンド アンナ
八尾市 うたのスタジオ グレース
八尾市 麻雀クラブてんてん
八尾市 ＩＭゼミナール
八尾市 心
八尾市 おおぬき珠算塾
泉佐野市 フラッシュ
泉佐野市 カラオケ居酒屋おばんざい ひまわり
泉佐野市 蔵しっくホール
泉佐野市 株式会社京都紅夢
泉佐野市 SUPERCOSMO 羽倉崎店
泉佐野市 PLUG
泉佐野市 Lady  Agent
泉佐野市 向日葵
泉佐野市 バイセル
泉佐野市 酒処でご
泉佐野市 SOUTH BORDER 泉佐野
富田林市 alma
富田林市 カラオケ スナック 風花
富田林市 大いちょう
富田林市 ビリヤード ハスラー１０
寝屋川市 カラオケ喫茶 光
寝屋川市 薩摩
寝屋川市 ラブリーフラワー
寝屋川市 カンナ
寝屋川市 19
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寝屋川市 Tacoyaki&dartsBarST
寝屋川市 香里亭
寝屋川市 SUPPORT香里園校
寝屋川市 鶏暖戯
寝屋川市 karaoke&darts bar YY
寝屋川市 Will
寝屋川市 ラウンジSherry
寝屋川市 カラオケ喫茶カーネーションパート2
寝屋川市 ネイルバタフライ
寝屋川市 占いBAR JANBOO
河内長野市 おばな旅館富貴亭
河内長野市 チャイニーズキッチンTAKUMI
松原市 人来夢
松原市 Bar knock out
松原市 とりのいち
松原市 極真会館 中村道場 泉州河内支部 松原道場
松原市 居酒屋よっ写
松原市 好太郎
松原市 花みずき
大東市 カラオケ喫茶キャロット
大東市 MORENAIL
大東市 クライミングジム リンクス
和泉市 縁処 恩
和泉市 かくれんぼ
和泉市 LUKE
和泉市 ジュエルフジミ エコールいずみ店
和泉市 博多もつ鍋楽 和泉店
和泉市 １０BAR
和泉市 スナック愛
和泉市 大阪王将和泉中央店
箕面市 カウピリキッズスクール
箕面市 古布おざき
柏原市 すきや雲心
羽曳野市 ゴルフ3
羽曳野市 喰亭 eatles
羽曳野市 高柳スポーツアカデミー
羽曳野市 Cafe&Pub理維
門真市 焼肉の秀
門真市 居酒屋 幸
門真市 やきとり 大吉 門真店
門真市 COPPICE＆VERGE
門真市 ミル・フェリーチェ・デザイン彫金学校
門真市 LivePsCAFE
門真市 カラオケ喫茶 ふぁみれど
門真市 カラオケオアシスすみれ
門真市 あゆみ
摂津市 ピープル
摂津市 ラウンジよし子
摂津市 Pikake Jasmin
摂津市 龍希
摂津市 Dolce Karma
高石市 カサブランカ
高石市 居酒屋 弥助
高石市 音色カフェ 一子
高石市 スナック ラーク
高石市 SNACKクールランド
高石市 焼肉 重ちゃん
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藤井寺市 食事処 居酒屋
藤井寺市 ラウンジ マリア
藤井寺市 呑み処 奈月
藤井寺市 インジョン
東大阪市 ドミナス
東大阪市 きやす屋
東大阪市 カラオケキララ
東大阪市 ビレット
東大阪市 ITTO個別指導学院 東大阪長田駅前校
東大阪市 和太鼓スクール TAIKO-LAB
東大阪市 久竹娯楽株式会社 
東大阪市 焼肉問屋もりやま
東大阪市 ニュー大池会館
東大阪市 ピーカーブー
東大阪市 カラオケフォーユー
東大阪市 キララ
東大阪市 カラオケスナックドリーム
東大阪市 ラウンジアラジン
東大阪市 スナックかせん
東大阪市 メゾン・ド・ギターラ
東大阪市 一信
東大阪市 スワン
東大阪市 大森音楽教室
東大阪市 KENTBAR
東大阪市 居酒屋やなぎ
東大阪市 昼顔
東大阪市 スナック誉
東大阪市 ライブBAR S
東大阪市 居酒家 縁
東大阪市 スナック夢
東大阪市 ニコニコみいまん
東大阪市 スナックよりこ
東大阪市 ほろよい酒場ひびき
東大阪市 銀寿司
東大阪市 多幸焼 縁
泉南市 味十味
泉南市 WIND SURF SHOP TEIYER
泉南市 ドッグサロンにこわんSmile
四條畷市 カラオケ喫茶 歌姫
四條畷市 忍ケ丘会館
四條畷市 エステティックサロンsyo
四條畷市 ペペスポーツプラザ
交野市 なごみ酒場みぃん家
大阪狭山市 居酒屋はっちん
大阪狭山市 Okuda Pasta
大阪狭山市 papillon
大阪狭山市 かてい料理わらく
阪南市 歌心 おふく
島本町 スナック CHA-CHA
熊取町 カラオケスタジオひまわり
熊取町 お好み焼 愛ちゃん
田尻町 紀州グルメ御三家
田尻町 カラオケピース
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