
市町村名 施設名称

大阪市 Powerful bomber
大阪市 焼酎と大阪の心 てりやき屋
大阪市 酒肆さく田
大阪市 喫茶＆カラオケ みどり
大阪市 サンスタンプコイン
大阪市 カラオケ り～な
大阪市 てっぱん新月
大阪市 White
大阪市 浦江亭
大阪市 カラオケ道場花水木
大阪市 ひのき
大阪市 モワ・ラパン
大阪市 よかばい
大阪市 カラオケスナック ワンモア
大阪市 スナック カメレオン
大阪市 港
大阪市 カラオケかっちゃんPART２
大阪市 June.ジュン
大阪市 ふれあい
大阪市 カラオケ喫茶 ルージュ
大阪市 北新地くろねこ
大阪市 グロリー学院
大阪市 居酒屋 響
大阪市 相川テニスプラザ
大阪市 be stoked
大阪市 小野屋
大阪市 神戸牛衛門
大阪市 株式会社クレーザ
大阪市 ふぐ旬席 とげさん
大阪市 BLANCHE
大阪市 おでん処べにばな
大阪市 千成屋黒門店
大阪市 ビビンバQ
大阪市 Bloomcolorschool
大阪市 沖縄剛柔流空手道心塾
大阪市 長野きつけ教室
大阪市 正起屋
大阪市 眼鏡＆スポーツグラスサロン眼‘z
大阪市 梅田 丸岸
大阪市 旅館励明園
大阪市 東京竹葉亭 なんば店
大阪市 鮨芥川
大阪市 大阪縁乃助商店
大阪市 DEUX
大阪市 アルサロふうりゅう
大阪市 株式会社大阪大三
大阪市 小顔科学研究所
大阪市 Ｇ.Ｂａｃｃａｎｏ
大阪市 旭東古美術

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８月４日公表分）
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大阪市 La Paisible
大阪市 リパブリック オブ フリッツハンセン大阪
大阪市 大阪ペンギン堂
大阪市 BURGER BAR NIZEYANIZE
大阪市 ファーストクラス
大阪市 Ａventador S
大阪市 RADIO
大阪市 あっぱれダンスクラブ
大阪市 あべとん
大阪市 株式会社大雅
大阪市 株式会社TIMING INTERNATIONAL TRAVEL
大阪市 リフレッシュ
大阪市 obobop
大阪市 東住吉会議室
大阪市 テディベアーズクラブ阪急うめだ本店
大阪市 有限会社アベノスタンプコイン社
大阪市 しょうろ庵 ～饂飩とうがらしや～
大阪市 スロットステージ サンエイ
大阪市 CLUB CHARITES
大阪市 〇△□
大阪市 有限会社横谷企画
大阪市 ヴォーグ
大阪市 タピエスタイル
大阪市 Happy Princess
大阪市 senhorita
大阪市 Club nine
大阪市 Dining&Lounge JACKAL
大阪市 株式会社 ＮＪＫ
大阪市 合同会社RANIAN
大阪市 王道居酒屋のりを弁天町店
大阪市 HATTI梅田店
大阪市 CYJ留学
大阪市 nico flower garden
大阪市 ドイツビアハウス ハンブルク
大阪市 ミルキーウェイ
大阪市 ECCジュニア加賀屋教室
大阪市 studio balance.
大阪市 小紫
大阪市 山田書道塾
大阪市 ヤマハ加賀屋音楽教室
大阪市 Wonderwall
大阪市 山田珠算塾
大阪市 こどもアトリエからふる
大阪市 ドラゴン
大阪市 アートマックス
大阪市 そば処 宗平
大阪市 セルフ温活 よもぎ蒸しSaly心斎橋1号店
大阪市 ダンステラスクドウ
大阪市 BAR FAKE
大阪市 和 わりばし
大阪市 studio−y塾
大阪市 100円キッチン和 玉出店
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大阪市 牛ホルモン竜
大阪市 ネイルサロンGRANDIR
大阪市 グラムアラート
大阪市 居酒屋とよ
大阪市 たこ家 道頓堀くくる フレスト天満橋店
大阪市 YUNiCO
大阪市 PEIME.
大阪市 Nail Galleria TISY
大阪市 ひだまり
大阪市 One polish
大阪市 ぷ～れ
大阪市 公文書写 加島四丁目教室
大阪市 おばんざい夢ん家
大阪市 スナック スズラン
大阪市 ミエバレエアーツ
大阪市 ラウンジ相原
大阪市 BARチュチュブランカ
大阪市 Le Rire
大阪市 未来太鼓道場
大阪市 Bar N‘ｓ
大阪市 炭火焼き焼き鳥TORI-TORI
大阪市 甘辛や
大阪市 穴場酒家おっち
大阪市 たこ焼き もりたこ
大阪市 やきとり ざん座
大阪市 加納音楽教室
大阪市 プリンセス 
大阪市 白馬
大阪市 nail salon Re
大阪市 今川幼稚園内 ピアノ教室
大阪市 海老洲
大阪市 Club GeminiHeart
大阪市 K・Rose
大阪市 居酒屋LEO808
大阪市 ミナト ボイストレーニング 
大阪市 護道 大阪稽古会
大阪市 オフィスタイマーズ
大阪市 公文式 南百済教室
大阪市 7Fortune
大阪市 串かつ�国
大阪市 スナック根っ子
大阪市 グランマのヒロット カマイ C号
大阪市 さくら自力整体教室
大阪市 福望軒
大阪市 飲食店KOH
大阪市 鶴佳書院ひまわり書道教室
大阪市 BAR 折鶴
大阪市 居酒屋 たぬき
大阪市 アンジュ・ミニョン バレエスタジオ
大阪市 ECCジュニア野中北教室
大阪市 Lumeria
大阪市 Soula
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大阪市 坊農幼児リトミック教室
大阪市 BB
大阪市 Bar Double Tomahawk
大阪市 MA-MA
大阪市 なごみ台所 呑味笑
大阪市 千鳥文化ホール
大阪市 EMIKURU
大阪市 Joji
大阪市 フェニックスバード
大阪市 五條
大阪市 公文式 鷹合教室
大阪市 ジェイシステム
大阪市 hair salon ONOホテルニューオオタニ大阪店内ネイルサロン
大阪市 鯛めし銀まる
大阪市 musubi
大阪市 足裏幕府
大阪市 ラッキーヨガ教室
大阪市 CELEBO
大阪市 ひみつのトビラ
大阪市 心斎橋スペース
大阪市 Radicircus
大阪市 alcyone
大阪市 スナック ベティー
大阪市 美姿勢トレーニング教室
大阪市 カラオケ・スナックサラン
大阪市 シーソー
大阪市 The Post Office
大阪市 水神館
大阪市 ダンススタジオ elf・in
大阪市 ダンススペース ベースオン トップ 天王寺店
大阪市 和風スナックはつこ
大阪市 ガーデン
大阪市 カラオケスタジオブギ梅田店
大阪市 夕焼けふくろう
大阪市 はしのゆうこバレエスタジオ
大阪市 公文式 北畠教室
大阪市 美Ran
大阪市 Resto Bar & Karaoke Masaya
大阪市 ラウンジ 夏
大阪市 えみゆ
大阪市 Be & Me Kids
大阪市 アナログBar Jamboree
大阪市 ワールドツアーシステム株式会社天満営業所
大阪市 tiered
大阪市 津守・アン・バレエアカデミー
大阪市 公文書写 北野高校前教室
大阪市 do.M
大阪市 グランマのヒロット カマイ Ｂ号
大阪市 プライベートサロン  花菜
大阪市 TAKAHASHI
大阪市 NEST SALOON
大阪市 Line
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大阪市 Rencontre
大阪市 ニュー姫
大阪市 阪神梅田本店内アートスペース
大阪市 THE BAR
大阪市 プロジェクトスタジオsi-ra-be
大阪市 Yukaing Yoga
大阪市 筆文字ギフトのポエトリー
大阪市 トレカショップグリーン
大阪市 ATELIER CHUCOLA
大阪市 アシヤサロン
大阪市 公文式 中津駅前教室
大阪市 Salon de Momo
大阪市 misia
大阪市 Floor Ballet 梅田教室
大阪市 スナックBARにわとり
大阪市 鶴餃子
大阪市 Beauty salon GIGI
大阪市 ちょい呑み かなめちゃん
大阪市 Chronicle
大阪市 SKYYBLUE
大阪市 Bar SIMBA
大阪市 pinkaspara
大阪市 鐘得
大阪市 CHANNEL HOUSE
大阪市 Only One
大阪市 MAHI MAHI
大阪市 ロコヘヴン 
大阪市 呑み処ちょこま
大阪市 すずめ
大阪市 プネウマリコーダーコンソート
大阪市 スタジオアダム
大阪市 芳月堂
大阪市 大衆酒場いろは
大阪市 北新地ＣＬＵＢＫＥＬＬＹ
大阪市 シュヴゥクール 
大阪市 gep
大阪市 アクアニーナ
大阪市 栁橋七三子デザイン事務所
大阪市 酒菜 穂
大阪市 一歩
大阪市 Oasis
大阪市 GARLICバル あーりおおーりお
大阪市 リブラ
大阪市 クラブ梁
大阪市 ひろせ鍼灸院
大阪市 スマイルダンス
大阪市 居酒屋 みさ
大阪市 てんごしぃ105c
大阪市 ジ・オープン
大阪市 Ｔｈｙｍｅ
大阪市 Wisteria
大阪市 本通り伽羅
大阪市 白鳥
大阪市 ｕｎ ｒｏｃｈｅｒ
大阪市 日和塾
大阪市 kaos
大阪市 marry LIFE ＆ Co.
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大阪市 日本空手道悠心会館片江道場
大阪市 アステリア
大阪市 ル・クレール
大阪市 moaroom
大阪市 MORI's
大阪市 MKC弘陽
大阪市 BAR-K
大阪市 タイガース
大阪市 すみれん家
大阪市 HIGH SPEC
大阪市 ライブバー コンテ・ローゼ
大阪市 キッチン まりん
大阪市 PUBLIC BAR The Court
大阪市 GOUTTE DOUCE
大阪市 Per Primo
大阪市 みつばち
大阪市 加圧トレーニングスタジオBodyRevo
大阪市 ラウンジ Ｍ
大阪市 Club Dearest
大阪市 She's Bar 5th
大阪市 ファイナル
大阪市 cloud nine
大阪市 BARRick
大阪市 ダイキチスクール
大阪市 YOSA PARK lafamille
大阪市 Reverse
大阪市 エムズネット
大阪市 PEACEFUL EASY FEELING
大阪市 カラオケ居酒屋ゆっくりレイムのヘヤ
大阪市 ソアレス個人ピアノレッスン教室
堺市 癒し処 KOKUA［コクア］
堺市 焼鳥＆とんかつ キミちゃん
堺市 Bar Chou
堺市 から揚げ専門店 とりの
堺市 岩根北酒店
堺市 ハイフマジック
堺市 黒毛和牛 いち輪
堺市 糸東流空手道場 太西会総本部
堺市 POLA北花田
堺市 自宅トリミング マハロ
堺市 Yim Fandii
堺市 Duterte
堺市 悠正会 空手教室
堺市 バースデイ
堺市 サロンド・和音
堺市 ネイル&アイラッシュサロンAi
堺市 実践空手 阿部道場
堺市 焼肉ウシキチ
堺市 ＴーＲＥＸ
堺市 公文式 星和台教室
堺市 自立学習STATION ピース
堺市 禾和書の會
堺市 東華堂
堺市 公文式 桃山台教室
堺市 鼎 伊藤商店
堺市 POLA THE BEAUTY 堺東店
堺市 公文式  桃山台ヒルサイド教室
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堺市 Deep Research
堺市 鍵谷日本画教室
堺市 カラオケ ゆう
堺市 ZAZA
堺市 Ann
堺市 フラワースタジオ
堺市 lounge MOZU
堺市 公文式  家原寺教室
堺市 ブラッスリーセレスト
堺市 カラオケアミング
堺市 絵画教室 サルト
堺市 サロンド ボーテ イヴ
堺市 nozatoミュージックレッスン
岸和田市 株式会社M・M・C
岸和田市 ルフレ大阪
岸和田市 tocotoco  床々
岸和田市 YOU Ballet Studio
岸和田市 カラオケ喫茶 真衣
岸和田市 たこ焼きバーカラカラ
岸和田市 大阪府経営調査事務所
岸和田市 創作料理 酒食楽
豊中市 味処 和
豊中市 千里 鍋奉行
豊中市 はちはち
豊中市 広沢そろばん教室
豊中市 ウイングスポーツクラブ
豊中市 公文式 豊中上野丘教室
豊中市 公文式 野畑教室
豊中市 スナック童夢
豊中市 真輝プランニング
豊中市 公文式 春日町教室
豊中市 居酒屋ほろ
豊中市 公文式 千里中央西教室
豊中市 木戸ピアノ教室
豊中市 城山春秋書芸院
豊中市 HUANCAYO
豊中市 谷藪珠算塾
豊中市 A gentle world
豊中市 secret marina
豊中市 KEN DELIC
豊中市 プライベートヴィオラレッスン
豊中市 学習塾エレファント
豊中市 リック英会話教室
池田市 白髪染めオーガニックカラー専門店Color's池田店
池田市 ヨガ＆マッサージ クスノセ
池田市 エトワールバレエスクール
池田市 華游書道教室
池田市 炭火焼鳥英
吹田市 ふじ咲
吹田市 香港料理教室
吹田市 長宗我部 和子バレエスタジオ
吹田市 heaith & beauty studio with
吹田市 Bar M
吹田市 天然酵母パン教室suu
吹田市 銀座美粧堂
吹田市 カフェレストラン アリエッタ
泉大津市 寄田書道教室
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泉大津市 串かつボンボン
泉大津市 NICOスポーツキッズ
泉大津市 ながい
高槻市 酔てこ
高槻市 公文式 九番街くもん教室
高槻市 エステサロン フローリド
高槻市 水彩画教室パステル 高槻教室
高槻市 無双心高槻店
高槻市 イタリアンハウス グラッツェ
高槻市 のびてゆく幼稚園内かきかた教室
高槻市 脱毛サロン Ageha
高槻市 ルーキー
高槻市 はな
高槻市 LEONE
高槻市 AXIS
高槻市 studio FREESTYLE (高槻芥川古民家スタジオ)
高槻市 O'sBAR
貝塚市 二色ハーバー
貝塚市 フラワーダンス
貝塚市 ハヅキ
守口市 バカンス京阪守口店
守口市 公文式 守口佐太教室
守口市 やきとり大吉守口警察署前店
守口市 DON道
守口市 かたほこ珠算教場 サンマークス校
守口市 鉄板中むら
守口市 河内屋
枚方市 カラオケスナック ひめちゃん
枚方市 ダンスサロンCha-Cha
枚方市 静
枚方市 株式会社Ｋ‘ｓ
枚方市 カイトリNo.1
枚方市 公文式 くずはモール北教室
枚方市 公文式 藤阪教室
枚方市 公文式 枚方さつき丘教室
枚方市 公文式 枚方上野教室
枚方市 キッズチアダンスチーム RAINBOWS
枚方市 縁 －ゆかり－
枚方市 将棋教室 飛翔
枚方市 公文式  伊加賀西教室
枚方市 陽だまり
枚方市 鉄板焼きダイニング うらら
枚方市 岸本玉壽書道教室
枚方市 Fireside bar LLL
茨木市 てっぱん割烹 池輝
茨木市 メナードフェイシャルサロン茨木駅北
茨木市 朝日屋えびす
茨木市 ECCジュニア新庄町教室
八尾市 スナック 昴
八尾市 カラオケ けいこ
八尾市 カラオケ リメンバー
八尾市 ＰＬＵＳ ＡＬＰＨＡ
八尾市 株式会社JASK
八尾市 株式会社東昇
八尾市 ドリーム製作所
八尾市 アクティブライフクラブ
八尾市 紫霄書道教室
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八尾市 八尾バッティングセンター
八尾市 エシャロット
八尾市 G Curry 八尾店
八尾市 リラクゼーション大原
泉佐野市 破天荒
泉佐野市 Bar はま
泉佐野市 斗々屋
泉佐野市 おさかなハウス
泉佐野市 極真会館 泉佐野・泉南道場
富田林市 ＢＥＡＴＳＴＲＥＸ
富田林市 三田屋本店富田林店
富田林市 津濱ヨガ教室
寝屋川市 カラオケ喫茶 ピノキオ
寝屋川市 エインブルッケ
寝屋川市 公文式 田井西教室
寝屋川市 カラオケ喫茶和
寝屋川市 公文式 寝屋川打上教室
寝屋川市 エトワール
河内長野市 株式会社R.W.P
河内長野市 公文式 大矢船教室
河内長野市 公文式 フォレスト三日市書写教室
河内長野市 田中そろばん教室
河内長野市 NAGOMI THAILAND
松原市 Bar JIRO
松原市 魚本流 剛龍道場
松原市 麻雀クラブ北
松原市 公文式 松原阿保教室
松原市 ポーラザビューティ松原店
松原市 Ashury
大東市 SUNNY&RAINY
大東市 あすへのチカラ整体院
大東市 大東スポーツクラブ
大東市 リラクゼーション爽kai
大東市 大阪府立野崎高等学校内食堂
和泉市 ヨガスペースKirana
和泉市 鶴橋風月ららぽーと和泉店
和泉市 魚本流今倉道場
和泉市 公文式 いぶき野４丁目教室
和泉市 整体 小川
和泉市 ケイキッズ英語教室
和泉市 てぃぐる新体操クラブ
和泉市 大谷由泉書道教室 
和泉市 山野愛子どろんこ美容エステ・デミY’z
和泉市 BAR LoL
和泉市 ABCクラブ和泉教室
和泉市 こどもアート教室PICARO
和泉市 San Studio A
和泉市 Ballet Class Clara
和泉市 中村家庭犬しつけ教室
箕面市 焼鳥 しゃっくん
箕面市 粟生幼稚園内 音楽教室
箕面市 BANSE basic interiors
箕面市 珈琲館
箕面市 M FLEURS
箕面市 B&Bアキラ
箕面市 木村絵画書道院
柏原市 We心理発達センター
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柏原市 川原書道教室
柏原市 森田ピアノ教室
羽曳野市 しゅんこう和紙ちぎり絵教室
羽曳野市 居酒屋はしご
羽曳野市 美味家123食堂
羽曳野市 LICはびきの ロボット教室
羽曳野市 公文式 恵我之荘北教室
羽曳野市 英語救急箱
羽曳野市 錬心舘空手道大阪泉地区本部道場
門真市 ワコーレコード
門真市 焼肉レストラン城北
門真市 ヤシの木
門真市 居酒屋 こゆき
門真市 パーチェ
摂津市 リサイクル１１０番
摂津市 天ぷら なおすけ
摂津市 居酒屋 夢ペンギン村
摂津市 たんぽぽ
摂津市 ちどり屋
摂津市 ネイルコリーナ
高石市 カラオケスナック ジュン
高石市 笑
高石市 羽衣そろばん教室
高石市 スナック味音
藤井寺市 ラウンジCoCo
藤井寺市 スーパースター
藤井寺市 shot bar K9
東大阪市 ラウンジ 美鈴
東大阪市 カラオケ我がまま
東大阪市 トータルセラピストスクール アンデコール
東大阪市 ステラ
東大阪市 カフェアンドバー Ruana
東大阪市 有限会社イプレ
東大阪市 大阪グランドホテル
東大阪市 ISHIKIRIHOUSE
東大阪市 博多もつ鍋まぁる。
東大阪市 HOPEFUL英語教室
東大阪市 だるま DARUMA
東大阪市 Mu's in 705
東大阪市 LOTUS
東大阪市 英会話教室プラネット
東大阪市 サムタイムズ
東大阪市 BAR2439
東大阪市 四季旬彩ダイニング 誉
東大阪市 フェアリーＢＯＸ
東大阪市 Rubino
東大阪市 Enelu
東大阪市 SUN
東大阪市 カラオケパブ樹
東大阪市 公文式 新上小阪教室
東大阪市 日本空手道悠心会館吉田道場
東大阪市 スナック 京
東大阪市 サワピアノ教室
東大阪市 AYUネイル教室
泉南市 和
泉南市 さくらバレエスクール
泉南市 chocolan
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四條畷市 カラオケスタジオM
四條畷市 カラオケ喫茶あそぼ
四條畷市 Everyday vivienn モロッコ料理教室
交野市 eyelash Lily
交野市 ABCClub 交野教室
交野市 リズムの森音楽教室
交野市 公文式 コモンシティ星田教室
大阪狭山市 にじゅうまる
大阪狭山市 BarJIN
阪南市 たこやきNAKAYOSHI
阪南市 正道会館泉佐野支部
島本町 公文式 山崎教室
豊能町 乗馬クラブクレイン北大阪
忠岡町 KARAOKE成
熊取町 カラオケ喫茶 山唄
田尻町 青木ヨットスクール
田尻町 青木ボートスクール
太子町 atelier247
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