
市町村名 施設名称

大阪市 株式会社山鳥
大阪市 CY科学研究所株式会社
大阪市 有限会社 イナズミ
大阪市 BRILLANTE（ブリランテ）
大阪市 株式会社舟越電機商会
大阪市 ピーイング
大阪市 喫茶マーチス
大阪市 喫茶 ウインク
大阪市 喫茶 ボラボラ
大阪市 洋食屋カトリーナ
大阪市 港基礎鉄筋工業
大阪市 Ｋ
大阪市 ＣＡＦＥ ＨＯＵＳＥ 濱川
大阪市 磯野商店
大阪市 生そば 衣笠
大阪市 かなやま整骨院
大阪市 さくら食堂
大阪市 フーズ てれれ
大阪市 古賀商店
大阪市 中華料理 味園
大阪市 喫茶 太閤
大阪市 セルメン
大阪市 喫茶ラピート
大阪市 コーヒーハウス伽羅
大阪市 夢をむすび
大阪市 コーヒ専門店 マック
大阪市 HAIR'S FACTORY Ambitious
大阪市 ラウンジ喫茶 爐多里
大阪市 喫茶つた
大阪市 岡健組
大阪市 佐々木商店
大阪市 サッド・カフェ
大阪市 紀州屋
大阪市 ブティックレイナ
大阪市 喫茶 コ、コ
大阪市 うどん屋 きすけ
大阪市 中村印刷 あさちゃん
大阪市 まつ葉
大阪市 カフェ・ド・モン
大阪市 そば処 丸平
大阪市 福一屋
大阪市 さち
大阪市 たこはち
大阪市 ドリル食堂
大阪市 Hase
大阪市 中華料理 紅恋灯
大阪市 荒井電気
大阪市 アイリステルオ
大阪市 喫茶 ドリーム

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１１日公表分）
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大阪市 まるたん
大阪市 ドリナ
大阪市 お好み焼 みやもと
大阪市 居酒屋 こころ
大阪市 小川設備
大阪市 カレーショップ ダール
大阪市 桃太郎
大阪市 ビーンズ
大阪市 大桝屋
大阪市 ラウンジ 昌美
大阪市 釜あげ かわ平
大阪市 中華屋台Ｂａｒ梅田羊肉串
大阪市 Bar てんてん
大阪市 cafe'-maki
大阪市 プライベートスタジオleaf
大阪市 シャンデリア専門店BARON
大阪市 株式会社フレイトリンクスジャパン
大阪市 ほうるあんどぽうる
大阪市 chouettle
大阪市 BEAUTY OFF
大阪市 Whose Hawaiian Coffee
大阪市 パームスオステオパシックカレッジ
大阪市 株式会社 幸
大阪市 株式会社フラット・リバー
大阪市 サニーアカデミー
大阪市 特定非営利活動法人大阪ブリッジセンター
大阪市 モモコロ
大阪市 クラヴマガ大阪トレーニングセンター
大阪市 LuLuLuniy等
大阪市 Orange Hotel
大阪市 合同会社サンフィールド
大阪市 Bloom
大阪市 一般社団法人国際マジシャンズユニバーシティ
大阪市 CBT南森町天神橋筋商店街テストセンター
大阪市 手作市場 ルクアイーレ店
大阪市 BENE
大阪市 Bar Piller
大阪市 Sugar Salt合同会社
大阪市 ホットストーンスパサロン ル・シャドール
大阪市 株式会社舞台企画舎
大阪市 ブティック エクリュー 帝国ホテルプラザ店
大阪市 株式会社ティンクサンク
大阪市 （株）あらた大阪本店
大阪市 株式会社丸よし水産
大阪市 海の写真屋さん
大阪市 一般社団法人ココロザシチャレンジ 
大阪市 株式会社ＰＥＡＣＥ
大阪市 ＫＨＫ梅田支部
大阪市 合同会社 こはま
大阪市 JOW外国人交流センター & (アンド)
大阪市 株式会社エーオフィス
大阪市 ブリッチギャラリー
大阪市 株式会社宮坂本店
大阪市 スクールプラス
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大阪市 福茶番
大阪市 かき小屋フィーバー
大阪市 エーディーエスアール大阪
大阪市 千成屋
大阪市 カフェ・ド・クリエ西本町店
大阪市 オーバルシアター
大阪市 クニモト
大阪市 MOUNT
大阪市 福宿・福宿和
大阪市 のんきや
大阪市 ニュウスポーツＮＦＣ店
大阪市 サンプラザ浪速弐番館
大阪市 松栄商事株式会社
大阪市 株式会社泉洋 事務所
大阪市 有限会社優美商事
大阪市 ベアーズ株式会社
大阪市 La lune
大阪市 株式会社シーモス
大阪市 株式会社 万和
大阪市 桃谷いかやき屋
大阪市 株式会社アールケイ
大阪市 みちのたより京阪シティモール店
大阪市 株式会社大國屋
大阪市 味付けアドバイザー協会料理教室
大阪市 一般社団法人日韓架け橋交流協会
大阪市 Yoga Studio アンビリカ
大阪市 清和佛具 株式会社
大阪市 株式会社松本商店
大阪市 hearts
大阪市 株式会社アーバンダイニング本社
大阪市 株式会社山﨑
大阪市 とっつぁん 西宮北口店
大阪市 D&T NEPAL
大阪市 ドレスレンタルシフォン
大阪市 ザ・コーヒータイム ウエスト
大阪市 白樺の宿道頓堀
大阪市 美容室D-salon
大阪市 株式会社OPA
大阪市 クリスタナガホリ
大阪市 幸せのパンケーキラボ
大阪市 サンエイワーク西淀川スポーツセンター
大阪市 NANBA CITY
大阪市 有限会社 貴重
大阪市 スタジオシックス
大阪市 有限会社フィールズ
大阪市 Colpix
大阪市 一般社団法人日本ウエルアップサポート協会
大阪市 株式会社One Planet 
大阪市 エヌ・ティー機工合同会社
大阪市 プライベートジム ゼロ
大阪市 梅乃宿温酒場
大阪市 株式会社加藤酒食料品店
大阪市 有限会社オムコエスアンドエス
大阪市 株式会社アンデルセン
大阪市 公立ゼミ
大阪市 株式会社堀内果実園
大阪市 MONGORUSEI

3 / 26 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８月１１日公表分）

大阪市 大阪和服桜
大阪市 ハローライフ
大阪市 株式会社LIVEIN
大阪市 医療法人天方会 AMAClinic 岸ノ里院 健診センター
大阪市 株式会社仲吉
大阪市 播匠
大阪市 株式会社堯
大阪市 株式会社カルナビジュアル
大阪市 Kitchen&Cafe SUGO
大阪市 株式会社朝日山洋服店
大阪市 株式会社タバック
大阪市 株式会社テーラージーエム
大阪市 オー・エム・ホテル日航ビル
大阪市 ポップサーカス
大阪市 メルパルク大阪
大阪市 株式会社Fashion No.9
大阪市 特定非営利活動法人ユナイテッド平野スポーツクラブ
大阪市 ニシキ産業株式会社
大阪市 株式会社セラーノ
大阪市 シャルール株式会社
大阪市 株式会社レッツプランニング
大阪市 ミュージアム
大阪市 芦池更科
大阪市 一般社団法人日本マインドヘルス協会
大阪市 金良の宿 宗右衛門
大阪市 青山スポーツガーデン
大阪市 一般社団法人日本ヘッドセラピスト認定協会
大阪市 NPO法人スポーツクラブアスリーナ
大阪市 パレロイヤル
大阪市 サンシャインプラス株式会社
大阪市 ハグミュージアムカフェ
大阪市 株式会社上ヤマダ工務店大阪営業所
大阪市 塩焼肉の店 ぜろはち難波OCAT本店
大阪市 雪ノ下梅田本店
大阪市 むーのんのん 近鉄百貨店上本町店
大阪市 ST JAPAN セミナー・コンサルタントルーム
大阪市 Ｃｏｑｕｅｌｉｃｏｔ 
大阪市 ダイエットラボ大阪梅田店
大阪市 株式会社丸好商店 事務所
大阪市 お食事処 つつみや
大阪市 特定非営利活動法人ジャパンアウトドアファクトリー
大阪市 株式会社エム・プラネット
大阪市 エン時
大阪市 オンリーワンドット
大阪市 ヒルトンプラザイースト
大阪市 株式会社レジスタ
大阪市 有限会社ドゥー
大阪市 株式会社ゼック・ディレクションズ
大阪市 冨島運輸株式会社
大阪市 プラスワン
大阪市 株式会社ルネッサンス
大阪市 株式会社Sheep Wing
大阪市 TOUREX Currency Exchange
大阪市 西日本旅行業協同組合
大阪市 株式会社エスロク
大阪市 UNBY株式会社
大阪市 一般社団法人日本ホスピタリティセラピスト協会
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大阪市 特定非営利活動法人スポーツ自由人
大阪市 株式会社NEXT・Lighting展示商談スペース
大阪市 ゲストハウスとカフェと庭 ココルーム
大阪市 有限会社伊豫屋
大阪市 天満天神繁昌亭
大阪市 西住之江整体院 健康教室
大阪市 野間洋服店
大阪市 株式会社めちゃうま亭
大阪市 明治パン株式会社
大阪市 いえナビ
大阪市 フレエルジャック
大阪市 ssホール
大阪市 NPO法人全日本グローブ空手道連盟
大阪市 有限会社藤原自動車工業所
大阪市 株式会社ナカタニ
大阪市 Fipper japan
大阪市 有限会社ホリホック
大阪市 あべちか
大阪市 ピープルアクティブライフ（PAL)
大阪市 株式会社ヘッドバイザー
大阪市 株式会社 青山
大阪市 銀座若松
大阪市 株式会社廣内商店
大阪市 介護キャリアアカデミー大阪校
大阪市 珈琲館寺田町店
大阪市 書道教室墨庵住吉教室
大阪市 一般社団法人ＦＡＮＣアカデミー
大阪市 株式会社 辻本
大阪市 TEMMA BASE
大阪市 M'sメゾンデコ株式会社
大阪市 JAPAN FITNESS
大阪市 Fujyama Osaka
大阪市 スピーガ あべのキューズモール店
大阪市 rscproducts
大阪市 エフジェイコーポレーション合同会社
大阪市 ＳＴＲＥＳＢＵＲＧＯ
大阪市 ARCHELON/SUPRA
大阪市 未来価値創造大学校
大阪市 美しいお尻づくり® サロン
大阪市 株式会社 阪重
大阪市 株式会社NIJI
大阪市 Dali Toast＆Sand Delicatessen
大阪市 株式会社匠建不動産
大阪市 ＮＰＯ法人大阪卓球協会
大阪市 美スギ なんばＣＩＴＹ店 
大阪市 VFTQ
大阪市 株式会社セントラルフードサービス
大阪市 株式会社ケンタッキー
大阪市 学びサロン MIZEN
大阪市 オーパスワンパーティプロデュース
大阪市 一般社団法人国際カラープロフェッショナル協会 イマジネーションカラーズ
大阪市 おおさかシニアネット
大阪市 株式会社ファイト
大阪市 星野デザートアート道頓堀店
大阪市 株式会社和設計
大阪市 ミスターハリウッド大阪
大阪市 株式会社朝日松
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大阪市 株式会社マッシュアップ
大阪市 ジョッキ－
大阪市 海苔の駿河屋
大阪市 イベント企画代理店 おふぃす西鶴
大阪市 淀屋橋研修所
大阪市 comaca
大阪市 伊吹珈琲店
大阪市 株式会社 アリエ
大阪市 株式会社 多磨屋
大阪市 トライアングル
大阪市 ルデア
大阪市 有限会社 ファイブチアーズ
大阪市 ダイアナ心斎橋
大阪市 楽丸旅行手配
大阪市 株式会社 オフィスユアスマイル
大阪市 有限会社アスカ企画
大阪市 一般社団法人 西成産業会
大阪市 株式会社 ファニー
大阪市 atelierハートフル
大阪市 Gai5
大阪市 株式会社ウールン商会
大阪市 株式会社栗山モータース
大阪市 Q&D Tapioca
大阪市 グリル喫茶 ニューホワイト
大阪市 スマイル商店株式会社
大阪市 有限会社大槻衣裳
大阪市 Ｔｈｅ Ｏｒｉｅｎｔａｌ合同会社事務所
大阪市 エムスタイル
大阪市 株式会社萬字屋書店
大阪市 ジョイ
大阪市 キャプテン翼天王寺
大阪市 有限会社バルフィット
大阪市 OTN建設株式会社
大阪市 定願寺
大阪市 唐森株式会社
大阪市 SHUJIROOM
大阪市 有限会社ハクバ
大阪市 株式会社ピージェイ
大阪市 ナチュレサプリメント梅田店
大阪市 あしたば税理士法人
大阪市 大阪府建築家協同組合
大阪市 エリーエリーインターナショナル株式会社
大阪市 一般社団法人東洋心療
大阪市 吉本人形焼きカステラ
大阪市 株式会社JACC渡航センター
大阪市 ＬＯＣＫ ＹＯＵＲ ＨＥＡＲＴＳ天王寺ＭＩＯ店
大阪市 国際薬膳学院
大阪市 二見の豚まん
大阪市 株式会社アベニールコーポレーション
大阪市 大阪北港ディンギ－
大阪市 株式会社アトランティックスター
大阪市 株式会社クレセントコーポレイション
大阪市 誠華堂南久宝寺店教室
大阪市 株式会社和泉利器製作所 
大阪市 青田不動産株式会社
大阪市 Triangle 株式会社
大阪市 コスコクレープ ベルファ都島ショッピングセンター店
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大阪市 SHRED
大阪市 福だこ
大阪市 日本通信アンテナ株式会社
大阪市 株式会社 播聡フーズ
大阪市 ピースポット・ワンフォー
大阪市 株式会社マック
大阪市 ここから１００
大阪市 大阪私学会館
大阪市 喫茶わお
大阪市 一般社団法人東洋管弦楽学会
大阪市 一般財団法人未生流會舘
大阪市 看護教育支援協会
大阪市 一般社団法人メンタルサポート総合学園
大阪市 特定非営利活動法人NOW
大阪市 NPO法人日本多文化交流協会
大阪市 ひとしごと館
大阪市 一般財団法人中央電気倶楽部
大阪市 一般社団法人日本みらい創造協会セミナー室
大阪市 特定非営利活動法人大阪府武術太極拳連盟
大阪市 ＮＰＯ法人大阪太極拳協会
大阪市 みらくる
大阪市 大槻能楽堂
大阪市 九条地区事業協同組合
大阪市 ヨガスタジオフリーマインド
大阪市 いけばな 小原流
大阪市 有限会社喜多芳憲商店
大阪市 スマートらいふクリニック
大阪市 非営利活動法人日本伝剛柔流空手道巧志会
大阪市 有限会社トータルライフ
大阪市 一般社団法人ダンス教育振興連盟JDAC
大阪市 YK会議室
大阪市 エルジェイ
大阪市 プライベートジムハイネス
大阪市 ネオワールド
大阪市 doughnut
大阪市 パティスリー ジョナ
大阪市 大阪産業大学付属高等学校内売店
大阪市 喫茶イヴ
大阪市 イトウハウス
大阪市 白蓮
大阪市 CARABINA BREAD STAND
大阪市 コーヒーと洋食poem
大阪市 pulir あすなろ
大阪市 なちゅらる・らいふ
大阪市 カフェ コリーノ
大阪市 キムラスリーディーアートスタジオ
大阪市 ブティックアーガイル
大阪市 ワークショップiwami
大阪市 セレクトショップメイファー京橋京阪モール店
大阪市 圓
大阪市 テーラーコマサ
大阪市 喫茶こうりん
大阪市 サロンドヒコ
大阪市 オフィスYT
大阪市 【公式通販】PEACEHEART
大阪市 ヱビス珈琲
大阪市 そば処 一山
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大阪市 base Island Kitchen
大阪市 マジックミシン イオンモール大阪ドームシティ店
大阪市 ハンドメイド雑貨
大阪市 ボクらのキッチン
大阪市 ジューシーズ ラボラトリー
大阪市 小さなデパートおくの
大阪市 ちょいめしあさチャン
大阪市 キッチンバー混
大阪市 洋菓子工房左近
大阪市 OVERPREAD
大阪市 SPEED KING
大阪市 坂梨美容研究所 シルクセラピーラボ
大阪市 トータルメンテナンス
大阪市 田邊技工
大阪市 つなぐキッチンそらのいろ
大阪市 カフェポケット
大阪市 長井マーケティング事務所
大阪市 B.Bコーポレーション
大阪市 la regina parucchiere
大阪市 アイビーミュージック
大阪市 メゾンパリジャン
大阪市 ヨシワ工業
大阪市 POP.photography
大阪市 カフェ ルアーヴル
大阪市 メンディングトパーズナンナンタウン店
大阪市 全国ご当地マラソン協議会
大阪市 リヴォリ
大阪市 本田音楽事務所
大阪市 四季亭
大阪市 増田漆器店
大阪市 永吉工業
大阪市 CAFE TALES
大阪市 七福丸
大阪市 栄華飯店
大阪市 レストラン ミオ
大阪市 うどん老松
大阪市 喫茶 ロマーノ
大阪市 デリカやまだ
大阪市 spice curry.soma
大阪市 丸さ屋テント
大阪市 ailse
大阪市 お食事処 大鵬
大阪市 喫茶メモリー
大阪市 寿司徳本店
大阪市 鬼畜キッチン
大阪市 JIMS City
大阪市 喫茶バルボン
大阪市 カフェ&パスタMiyaji
大阪市 アトミ大阪スマイルセンター
大阪市 Hair Salon CLEF
大阪市 コーヒーハウス悦
大阪市 リーフ行政書士事務所
大阪市 よしなが財務・会計事務所
大阪市 コーヒーレストランピクル
大阪市 seikou民泊
大阪市 FPオフィスKONO
大阪市 新富工業
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大阪市 ピピネラキッチン
大阪市 #507
大阪市 yum yum journey
大阪市 住之江 網クリーン
大阪市 Milagre
大阪市 カナール
大阪市 コーヒーのお店 一番地
大阪市 ドレスギャラリーループ
大阪市 ℃ sesshi
大阪市 カレー専門店ポッシュデリー
大阪市 河岡水産
大阪市 お食事カフェ asahi
大阪市 紳士服たかはし
大阪市 アート福島ビル2 3階 zawa
大阪市 プランタン・大淀
大阪市 喫茶シャトレーヌ
大阪市 モード・リコ
大阪市 M.M.P
大阪市 やしま
大阪市 バルジィ モーター＆リミテッド
大阪市 丸八服装
大阪市 モンマルトル
大阪市 ヘアサロンチトセ
大阪市 金時屋
大阪市 カフェ シュール
大阪市 晴れたり雲ったり
大阪市 コーヒーハウス  ラーク
大阪市 和cafe なが岡
大阪市 T-MAX
大阪市 セントラルキッチンなかじま
大阪市 photo office sano
大阪市 甘味カフェ 2ビーンズ
大阪市 インペリアル
大阪市 山口設備
大阪市 食天下
大阪市 喫茶ヒデ
大阪市 森ノ宮小鳥ひろば
大阪市 ティールーム 森のらくだ
大阪市 NATSOUTH ENTERPRISES ジャパン
大阪市 ボムン
大阪市 喫茶小枝
大阪市 トレフル
大阪市 珈琲専科 城戸
大阪市 近藤食品
大阪市 Mauloa Acai and Cafe
大阪市 のぎく
大阪市 れんげラーメン
大阪市 デンタル テクニカル ウェグ
大阪市 M&Y
大阪市 ミスターミニット 近鉄百貨店上本町店
大阪市 ＨＯＮＵＣＯＦＦＥＥ
大阪市 株坂商事
大阪市 なかい水泳予備校
大阪市 miagola&miagola
大阪市 Bar Shotenzaka
大阪市 喫茶 軽食 ナイアガラ
大阪市 Bad company
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大阪市 CREO
大阪市 トータル工業
大阪市 8710.love
大阪市 喫茶ボン
大阪市 住吉珈琲
大阪市 ちかごろのカレー屋さんKANAE
大阪市 イワナガデアリーズ
大阪市 ZOO  放出店
大阪市 ロアジール 
大阪市 杵屋住吉大社ショップ南海店
大阪市 カフェルーエ
大阪市 K-POP cafe COLORS
大阪市 レインボー
大阪市 雅
大阪市 野田商店
大阪市 片岡設備
大阪市 ＢＬＵＥ
大阪市 チャーリーブラウン
大阪市 ハツシカテクノサ-ビス
大阪市 珈琲館 呂万
大阪市 中島商店
大阪市 ヤマダ技建
大阪市 珈琲 バーラストン
大阪市 成駒家
大阪市 チエ恵み整体院
大阪市 河田石材店
大阪市 カフェレスト 福富館
大阪市 喫茶 シエナ
大阪市 たこ焼き得心日本橋店
大阪市 ゴトウフォトスタジオ
大阪市 喫茶カリビアン
大阪市 パーマ屋おれんじぼっくす
大阪市 KAO C.P
大阪市 和田電設
大阪市 住まいの塗替え展示場
大阪市 とまり木
大阪市 エムツーヘアー
大阪市 手打ちうどん麺友
大阪市 ｍｏｎｏｇｏｔｏ
大阪市 喫茶 ホークス
大阪市 Eテンポ厨房.COM
大阪市 信州そば処そじ坊 上本町近鉄百貨店
大阪市 キッサガーデン
大阪市 サイフォン式珈琲イフ
大阪市 めがね製作所カフェ 藍丸
大阪市 乃上
大阪市 林商店
大阪市 KURU TAMATSUKURI
大阪市 喫茶りんでん
大阪市 メイド・イン・ジャパン
大阪市 オフィス キム
大阪市 喫茶リバージュ
大阪市 たちばな食堂
大阪市 トポデミーノ
大阪市 kannakaya
大阪市 cafe de GAMOYON
大阪市 喫茶楽樹
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大阪市 浪花屋
大阪市 喫茶オリーブ
大阪市 珈琲館シャトレ
大阪市 ジェノア
大阪市 コーヒーハウス アンダンテ
大阪市 未来望橋
大阪市 たこ焼き ゆうじん
大阪市 Pack
大阪市 アトレ
大阪市 サンモリッツ
大阪市 VOLARSTORE
大阪市 KING BISCUIT TIME
大阪市 コーヒーハウス 「ワナカ」
大阪市 タイガールル
大阪市 ごちそう感楠モト
大阪市 川上商店
大阪市 インデアンカレー
大阪市 白灯
大阪市 出口商店
大阪市 LALA STYLE 
大阪市 cafe まろん
大阪市 博雅会
大阪市 小顔cafe
大阪市 そば喜
大阪市 配食のふれ愛 東大阪本店
大阪市 EL FLAMINGO
大阪市 CANDYSTORY
大阪市 ponte verde
大阪市 ループ
大阪市 喫茶竹
大阪市 アビ関空駐車場
大阪市 喫茶Y
大阪市 D-Photo
大阪市 フラワーコスモス
大阪市 JYUKU
大阪市 マダムカリー
大阪市 喫茶店るんるん
大阪市 デザイン K-1
大阪市 トライアングル
大阪市 手打ち蕎麦 いしだ
大阪市 飯田税理士事務所
大阪市 おべんとはうす江口店
大阪市 公文式 高殿南教室
大阪市 IEC企画
大阪市 お好み焼き 和ちゃん
大阪市 ビューティースペースここから
大阪市 グリルK
大阪市 流れる千年
大阪市 カフェドミモザ
大阪市 大阪合気修練道場
大阪市 ciel
大阪市 道八菓舗
大阪市 ひよこ屋
大阪市 寿里庵
大阪市 charm
大阪市 八條工房
大阪市 喫茶 リーフ
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大阪市 ココロテラス
大阪市 廣澤不動産鑑定士事務所
大阪市 ＫＯＭＥＩＣＨＩ本店
大阪市 ホワイトアベニュー
大阪市 藤ショップ
大阪市 カフェウッドロード
大阪市 リカーハウス こばやし
大阪市 ゆずりは鍼灸整骨院
大阪市 ひで丸
大阪市 坂町の天丼
大阪市 シルバースプーン
大阪市 natural
大阪市 ルックミー
大阪市 つるや
大阪市 KADO
大阪市 elicafe by Cafe-Inn
大阪市 カフェ コック
大阪市 内山鍼灸治療院
大阪市 Cafe Orange
大阪市 大阪グレートコーヒー
大阪市 ヘアースタジアムボブ
大阪市 さいきでんき
大阪市 鶴橋丸金商店
大阪市 カフェル・サボン
大阪市 サントニブンノイチ大阪店
大阪市 アパート新光ハウス
大阪市 SHELTER  coffee stand
大阪市 Ｍahana
大阪市 グランママ
大阪市 梅よし
大阪市 カフェルーム グルッペ
大阪市 韓国料理 ポッチャ
大阪市 Yellow Tree
大阪市 カフェイコイ
大阪市 二葉屋
大阪市 お菓子のワイユー
大阪市 岩村塗装
大阪市 クラブバーアメリア
大阪市 rouje
大阪市 おから亭～ocara..tey～
大阪市 通天閣
大阪市 ゆるcafe
大阪市 みかわや
大阪市 喫茶６丁目
大阪市 デンタルラボ山口
大阪市 西尾金物店
大阪市 COCHI CAFE
大阪市 カフェトルダム
大阪市 Rita
大阪市 スマイル派遣センター
大阪市 力餅食堂
大阪市 タピオカ専門店Beeian大和田店
大阪市 サヴァカフェ
大阪市 One Room Cafe
大阪市 アールワークイン グラムスラム
大阪市 MALIBU
大阪市 T-s C
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大阪市 天然酵母パン太郎
大阪市 サニーブロー
大阪市 料理研究四季彩倶楽部 梶山
大阪市 蕎麦切り大城
大阪市 志が屋宝石
大阪市 cafe harp
大阪市 マイド
大阪市 御堂アーバンライフビル
大阪市 オールドリバー
大阪市 安田商店
大阪市 Cafe de POLO
大阪市 DESIGN GRATUS
大阪市 シュクレ・テラス
大阪市 洋食の永和堂
大阪市 喫茶浪漫
大阪市 アンリ
大阪市 フィールドコーポレーション
大阪市 シンプルボックス
大阪市 SANTE
大阪市 たこよし
大阪市 クレープ星の森
大阪市 マコトボディトリートメント
大阪市 喫茶 月曜かん
大阪市 mash!
大阪市 ハヤシ商会
大阪市 カフェド イワッコ
大阪市 カフェ&レストラン明治屋
大阪市 古庄企画
大阪市 K&K美容室
大阪市 イープン・コンシェルジュ
大阪市 coast2coast 
大阪市 ファミリーサロン IZUMI
大阪市 サーカスサーカス
大阪市 CHIHIRO BALLET STUDIO
大阪市 majocafe
大阪市 ピアレス
大阪市 岩井酒店
大阪市 いこい
大阪市 ドレス アンドドレス
大阪市 K-POP CAFE  Bling  Bling
大阪市 カフェレオ
大阪市 hair atelier mer
大阪市 来夢来人
大阪市 オートガレージケー
大阪市 アップリケ
大阪市 イタリアンcaffe Y’z
大阪市 キャロット
大阪市 喫茶館
大阪市 はたごはん
大阪市 喫茶高野
大阪市 デ・アンド・コー
大阪市 冨吉之家
大阪市 beauty  salon  Lets
大阪市 ダイアナサアキュレイ
大阪市 本倉工務店
大阪市 西平製麺所
大阪市 店舗 丸忠 寿司割烹

13 / 26 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８月１１日公表分）

大阪市 Cafe TWO-BOY 
大阪市 ヘアメイク&エステサロン a-ueno uno
大阪市 喫茶三叉路
大阪市 Kz
大阪市 喫茶 ボン
大阪市 ペトリス
大阪市 フェイヴァ
大阪市 カフェド・ココ
大阪市 境酒店
大阪市 山水野
大阪市 Atelier Holiday
大阪市 カフェロースタリーマルシン
大阪市 たじま屋
大阪市 やすべぇ
大阪市 Little Grebe
大阪市 cafe&space marushin
大阪市 林庄左衛門
大阪市 ぷりんと博士 大阪中央店
大阪市 美容室ひろた
大阪市 日乃出本店
大阪市 ふぅふー亭
大阪市 sksk company
大阪市 喫茶 かくれんぼ
大阪市 お好み焼き くぅ
大阪市 珈琲工房URA
大阪市 まんま
大阪市 Needs hair
大阪市 喫茶 四季
大阪市 喫茶 RORO
大阪市 中村住設商会
大阪市 アイナオーラ
大阪市 喫茶 かりん
大阪市 ごはんかふぇ ぽくぃちぷ
大阪市 カフェ ド アントレ
大阪市 カフェアイナ
大阪市 Watanabe Coffee
大阪市 Bar 3103
大阪市 ジョリー・コアン
大阪市 住友住研 
大阪市 カフェシーガル
大阪市 Law Less
大阪市 喫茶HIDE
大阪市 スープカレーなっぱ
大阪市 ゲンキ
大阪市 猫カフェぐるぐる堂
大阪市 菓子問屋 ワタナベ
大阪市 モンブラン
大阪市 Y,s
大阪市 明洞ホットドック
大阪市 いわみ美容室
大阪市 濵本個別指導塾 
大阪市 HARVEST
大阪市 串かつどて焼き 武田
大阪市 やきとりカモメ
大阪市 アルンチュデイガラ コンサルタント
大阪市 MOAT
大阪市 あびあんと
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大阪市 ロマン
大阪市 Bar de vaB.
大阪市 食堂さくら
大阪市 K's倶楽部
大阪市 THE PANHEAD'S HEAVEN SALOON
大阪市 喫茶 ネスト
大阪市 カフェ ド ソレイユ
大阪市 Cafe de ランス
大阪市 八百梅製麺所
大阪市 カスティリョ
大阪市 モーニングカフェせっちゃん
大阪市 スマイル
大阪市 美容室 PADOMA
大阪市 Cafe SEVEN
大阪市 SAKURA.1
大阪市 喫茶 京
大阪市 K-POP cafe 1004
大阪市 お弁当の百里
大阪市 和琉料理まあさんど
大阪市 フィリピンCLUB ファンタジア
大阪市 OKうちの家
大阪市 青空マカロン
大阪市 MYSELF
堺市 スペースダイナー
堺市 お食事処と珈琲のお店ぼくんち
堺市 スナック しのぶ
堺市 クリーンエッグ
堺市 お食事処と珈琲のお店ミミ
堺市 ウエダチェーン
堺市 喫茶 マミー
堺市 手打ちそば 唐変木
堺市 ヘアーサロン アズマ
堺市 金竹 鮮魚店
堺市 喫茶セビリヤ
堺市 たこ星
堺市 カラオケスナック ちゃうちゃう
堺市 美容室コセド
堺市 Ladybug International Kindergarten 
堺市 魚本流空手拳法総本部道場
堺市 株式会社敬天愛人
堺市 有限会社ニチワ食品
堺市 株式会社アースウェア
堺市 株式会社小野木酒店
堺市 イズホーム不動産堺東店
堺市 ウィステリア堺しんかな店
堺市 有限会社西洋物流サービス
堺市 バンカレラ マルハン堺店 
堺市 株式会社 クォーターバックカンパニー
堺市 ELLIFE
堺市 FLYE JAPAN展示場
堺市 彩り工房
堺市 71labo
堺市 アリオ鳳
堺市 遊食スタジアム
堺市 有限会社エスビィティー
堺市 珈琲院 松本
堺市 カフェ ホロホロ
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堺市 いちごみるく
堺市 槇塚台レストラン
堺市 すまいる老人ホーム紹介センター
堺市 クリエイティブワークス株式会社
堺市 英語専門塾CHANCE
堺市 エイケイプランニング
堺市 CENTRAL Market
堺市 レインボー金岡店
堺市 クイーン運転代行
堺市 サンロード
堺市 ゲストハウス堺東ニコニコ
堺市 喫茶ララ
堺市 MIROKU Share House
堺市 marucoffee
堺市 クオリティライフ初芝・住宅展示場
堺市 LAMP
堺市 カフェマハロ
堺市 a little bit cafe
堺市 串カツ萬房
堺市 Mahalo Cafe
堺市 ベジタリアンカフェ モニークプラス
堺市 puccini
堺市 フラワーショップ タケウチ
堺市 PC-Dock
堺市 杉風舎 福祉の店だいせん
堺市 インゲボルグ
堺市 le tiroir
堺市 RE:Wel
堺市 矢藤塗装
堺市 杵つきそば
堺市 夏井商会
堺市 てるうさファーム＆キッチン
堺市 グルメコーヒーの店 Ｍａｍｅｋａｎ
堺市 酒肴 毛平
堺市 喫茶アラジン
堺市 Blanc coffee stand
堺市 MAMALEON
堺市 チャンポン一平
堺市 喫茶 アメちゃら
堺市 カフェテリア 2番街
堺市 喫茶ぽいんと
堺市 大衆割烹 竹や
堺市 そば処まるまん
堺市 アンディオール
堺市 珈琲館森
堺市 創作家庭料理 でん
堺市 プチパンケーキflap
堺市 若葉屋
堺市 季節料理飛天
堺市 美容室クラベアー
堺市 ともや食堂
堺市 喫茶店Mari&co.
堺市 Hello world 
堺市 玉茶屋
堺市 吉里吉里
堺市 ポム洋菓子店
堺市 理容あかつき
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堺市 H&K
堺市 公文式 茶山台教室
堺市 愚羅巣
堺市 大阪みつわ
堺市 喫茶サロック
堺市 大宿工務店
堺市 レアフル
堺市 リック英会話教室 津久野駅前校
岸和田市 株式会社 カーロジャパン
岸和田市 肥田貞子バレエ研究所
岸和田市 岸和田天神宮常磐殿
岸和田市 野口フード株式会社
岸和田市 岸和田卓球研修センター
岸和田市 ＦＣ岸和田クラブハウス
岸和田市 ディアマンテ クラブハウス
岸和田市 特定非営利活動法人フレンドさくらがおか
岸和田市 ヘアーズにゅう5
岸和田市 お好み焼ゆっちゃん、
岸和田市 KOTOBUKI  Industry
岸和田市 CafeBARN
岸和田市 御菓子処はなや
岸和田市 ようしょく焼 みつたか
岸和田市 リトルカフェ
岸和田市 NanArt
岸和田市 喫茶PM
岸和田市 和陶器の店やわらぎ
岸和田市 喫茶 香豆庵
岸和田市 Deli&Cafe Rustica
岸和田市 コダマ商会
岸和田市 喫茶自泉
岸和田市 Car Jack Man
岸和田市 前田美容室
岸和田市 カフェいろは
岸和田市 喫茶ぱんぷきん
岸和田市 シャルパンティエマツイ
岸和田市 喫茶カレン
岸和田市 きしわだネイル教室
豊中市 有限会社 牧興業
豊中市 新日本記録システム
豊中市 巴
豊中市 株式会社Sakura Folks
豊中市 エノテカカフェｃｂ
豊中市 ヒカリ珈琲
豊中市 合同会社クータイムス
豊中市 ユニバーサルネイル
豊中市 有限会社アイ・エム・エス
豊中市 グレイスイングリッシュクラス
豊中市 アマゾンカムカム
豊中市 千里庵
豊中市 下浦建設株式会社
豊中市 四季の彩り寿司日高
豊中市 丸福衣裳メンテナンス
豊中市 喫茶 軽食 ガーデン
豊中市 TあんどKサービス建築部
豊中市 KAZARU BALLOON
豊中市 喫茶 美樹
豊中市 SAKAWAKI
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豊中市 喫茶デジャーブ
豊中市 八剣伝 東豊中店
豊中市 喫茶マウントⅡ
豊中市 Grandir
豊中市 WESTCOAST
豊中市 クッキー工房BUN
豊中市 健康カフェ メヌエット
豊中市 coffee & 軽食 Inoue
豊中市 菜食カフェ&織り工房リジョイス
豊中市 服部コーヒー
豊中市 かやく
豊中市 手打さぬきうどん えん
豊中市 カフェ ヴァジ
豊中市 アプリコティカフェ 桜塚
豊中市 スカルペ
豊中市 パナリ
豊中市 喫茶・食事処 味華
豊中市 喫茶らん
豊中市 オランジュリーＮ
豊中市 喫茶ドリーム
豊中市 居酒屋 南国
池田市 関西ジャズスクールアゼリア教室
池田市 ロジカ・アカデミー本校
池田市 池田カンツリー倶楽部内レストラン
池田市 昼飯道場 おすぎ
池田市 エスキーナ
池田市 福助堂
池田市 JACKAss
吹田市 茶房あんみつ姫
吹田市 稲田商店
吹田市 よしだ珈琲
吹田市 井田タクシー
吹田市 ぱらけあライフサービス合同会社
吹田市 ウォッチ・クリニック江坂店
吹田市 ママズドレス
吹田市 フリースクールここ
吹田市 ビーナス美容室
吹田市 Inforestすいた
吹田市 STUDIO  YOU
吹田市 HandM
吹田市 万博おゆば
吹田市 梵保庵
吹田市 グラフミューラー北千里店
吹田市 ペットシッターMom&Honey
吹田市 笹川商店
吹田市 TOMO
吹田市 ZOMAN.Nail
吹田市 うを常
吹田市 ORDER
吹田市 fanigini cafe
吹田市 レストラン桃山
吹田市 カリー・ブラウン
吹田市 リトルキッチンＢ－ｍｅ
吹田市 コーヒー専門店ユキ
吹田市 そばたけ
吹田市 ごはん屋 ま～るい心
吹田市 みつば屋
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泉大津市 蕎麦舎 中中
泉大津市 北助松卓球倶楽部
泉大津市 西山電気
泉大津市 らんちしょっぷ ほっこり
泉大津市 コーヒーハウスユリヤ
泉大津市 オーティーエスカンパニイ
泉大津市 お好み焼きみふく
泉大津市 エンジン工・翼
高槻市 はなみずき
高槻市 喫茶 グリル クレー
高槻市 美人湯 祥風苑内 癒し処 和
高槻市 バスケットボールスクールTCBA
高槻市 にじっこ
高槻市 一般社団法人 黄檗売茶流
高槻市 リングホーム関西
高槻市 キッチンアミヒコ
高槻市 みつや鍼灸接骨院
高槻市 喫茶去ゆり
高槻市 中華料理大元
高槻市 FOR THE TABLE
高槻市 garnish
高槻市 クールカレアン
高槻市 ヘアーズクラブ19
高槻市 Lu,ema
高槻市 公園と、タルト
高槻市 Laranja制作販売所
高槻市 ぜに沖
高槻市 珈琲屋ほっぺ
高槻市 eatery SUN
高槻市 club hair N's
高槻市 小屋カフェ
高槻市 サンセール
高槻市 手打 吉兆
貝塚市 シュミレーションゴルフができるカフェバーＫＥＮＴ
貝塚市 やまとカフェ
貝塚市 東山販売センター
貝塚市 有限会社佐野中古車販売
貝塚市 茶房 一会
貝塚市 奥野商店
貝塚市 Three Islands
貝塚市 鶴音
貝塚市 ロッキー
貝塚市 エムズカンパニー
守口市 加藤商店
守口市 ファッショナブル キモノ きもの 紅屋
守口市 石田電気
守口市 かっぱちゃん
守口市 一般社団法人アスリートサポート
守口市 有限会社コスモコーポレーション
守口市 株式会社ツチノコ製作所
守口市 株式会社Ms d・e・e・p
守口市 スリランカレストランニルミニ
守口市 センジュドー
守口市 喫茶 ピアジェ
守口市 ボディケア癒楽 スーパー銭湯ユーバス守口店 
守口市 ドリンクステーション  ノンピー
守口市 このみ
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守口市 典志
守口市 珈琲倶楽部
守口市 総合建設事務所
守口市 オベハ
守口市 エイコー (Ange)
守口市 セーヌ
守口市 コーヒーショップABC
守口市 RIMM
守口市 モリモト酒店 立ち飲み屋
守口市 喫茶店 和夢
守口市 カットサロン・カタヤマ
守口市 風の旅人
枚方市 十割そば たけ井
枚方市 美容室 フェイズ
枚方市 株式会社インテリアプラザ
枚方市 株式会社ゾウスタイル
枚方市 レントオール枚方
枚方市 株式会社リザー
枚方市 caelum  カエルム
枚方市 有限会社オーシャンズ・コマース
枚方市 ビオルネ
枚方市 有限会社くずはヤマダ
枚方市 特定非営利活動法人夢・わくわくFIELD
枚方市 gram枚方T-SITE店
枚方市 有限会社メガネサロン
枚方市 La space
枚方市 KUZUHA MALL
枚方市 北政株式会社
枚方市 JBCフィットネススタジオ
枚方市 一般社団法人枚方交野交通安全協会
枚方市 星ヶ丘洋裁学校
枚方市 特定非営利活動法人まごの手
枚方市 ペルシャ料理シャサ
枚方市 安田塗装店
枚方市 TRUST
枚方市 cara calla
枚方市 ヒフミヤ
枚方市 mani cafe
枚方市 山源
枚方市 サンズクレープ
枚方市 和（なごみ）
枚方市 K.style
枚方市 rizza & rizzacafe
枚方市 そば処ごんげん
枚方市 そば切り天笑
枚方市 やきとり大吉 樟葉南店
枚方市 千年ハウジング
枚方市 どろんこ倶楽部
枚方市 喫茶あんぶれら
枚方市 鉄板焼 椿庵
枚方市 お晩菜なみさん
茨木市 モアクリーンサービス
茨木市 宇野
茨木市 えびす亭
茨木市 サイエンスホーム山手台モデルハウス
茨木市 大阪国際メディア図書館
茨木市 有限会社 明星住建
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茨木市 株式会社ミルイオン
茨木市 ロサヴィア茨木
茨木市 スタジオ・Reborn
茨木市 大阪旗杯
茨木市 ワイズマックス
茨木市 Japoloco
茨木市 木戸工業
茨木市 Jun&Pepper's Cafe
茨木市 巡りごはん いろは
茨木市 宇
茨木市 公文式 三島教室
茨木市 喫茶ポピー
茨木市 S.M.I.LINER
茨木市 アースクリーンサービス
茨木市 招福亭
茨木市 コーヒーハウスにしじま
茨木市 カフェ ワンシーン
茨木市 松葉蘇山墨彩画教室 
茨木市 mahoroba
茨木市 一夢想
茨木市 齋藤眼科
八尾市 カラオケ喫茶 Heart
八尾市 Funny
八尾市 有限会社鈴健
八尾市 特定非営利法人八尾大正スポーツクラブ
八尾市 FRANCY JEFFERS CAFE
八尾市 カフェプリズム
八尾市 かもじや アリオ店
八尾市 きれい屋 かみきりどころ 八尾店
八尾市 株式会社大光マーク製作所
八尾市 リノアス
八尾市 aoyamakikaku
八尾市 SALON&SPA RIDE
八尾市 「コーヒー」ココ
八尾市 膳友
八尾市 アーバンファクトリー
八尾市 純福音八尾教会
八尾市 LPGA、JGTO、大阪経済法科大学など
八尾市 太喜商事
八尾市 立呑み佐伯
八尾市 メガネの美幸
八尾市 ゆくるカフェ
八尾市 信美術印刷舎
八尾市 hair make monk
八尾市 らんちはうす と も 栄
八尾市 あげもんや
泉佐野市 茶色
泉佐野市 山田精肉店
泉佐野市 コーヒハウスウイング
泉佐野市 株式会社ディージェービー
泉佐野市 株式会社BIGUP JAPAN
泉佐野市 タリーズコーヒーりんくうシークル店
泉佐野市 サンミュージックアカデミー大阪泉佐野校
泉佐野市 関空アイスアリーナ
泉佐野市 プラスワンｂｙｈ２O 泉佐野店
泉佐野市 リユース大喜
泉佐野市 カフェ遊夢
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泉佐野市 おうちカフェはなまる
泉佐野市 ロッジ長二郎
泉佐野市 ネプチューン
泉佐野市 鍜治村谷捺染所
泉佐野市 髪剪處 りんくうの湯店
泉佐野市 おはん
泉佐野市 パティスリー アン・スリール
泉佐野市 美味しい時間
泉佐野市 喫茶イルカ
泉佐野市 cherry-cafe
泉佐野市 珈琲館マイセン
泉佐野市 カフェラ
富田林市 喫茶エル
富田林市 讃岐うどん 吾作
富田林市 Salon.de.Ai
富田林市 ブティックベル エコールロゼ店
富田林市 蘭館ケーキ・パン工房
富田林市 絵本カフェ はびき堂
富田林市 勝
富田林市 beach
富田林市 風和里かふぇ
富田林市 古民家カフェゆうぷく
富田林市 ヴィーヴ ドゥ
富田林市 髙城食品容器
富田林市 総合商事KUSAKABE
富田林市 杉田珈琲
富田林市 つむる
富田林市 DEEPONEDEEP
富田林市 スマイル珈琲
寝屋川市 も～やん
寝屋川市 株式会社セブンラックツアー
寝屋川市 サモックホール
寝屋川市 ファースト
寝屋川市 ブーランジェリーミヤタ
寝屋川市 将軍物産
寝屋川市 大阪ユニフォーム
寝屋川市 東香里湯元 水春内 髪剪處
寝屋川市 渡辺電気工事店
寝屋川市 誠鶏肉
寝屋川市 珈琲館ブラジル
寝屋川市 美容室tomoe
寝屋川市 なぎさ
寝屋川市 喫茶・軽食グレイス
寝屋川市 創作屋 黒猫
寝屋川市 うさぎcafe
寝屋川市 Tin Box
寝屋川市 喫茶うさぎ
寝屋川市 三石プランニング
寝屋川市 玉書庵
河内長野市 そのぎ整骨院
河内長野市 虹屋２４
河内長野市 井上食料品店
河内長野市 てるてるぼうず たこ八
河内長野市 ビートストレックススタジオ
河内長野市 nonchalant
松原市 ニーズショップ・サンコウ
松原市 レインボーウィング株式会社
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松原市 仲井物産株式会社
松原市 近鉄自動車学校
松原市 有限会社太田製麺所
松原市 株式会社ハルコーポレーション
松原市 郡設備
松原市 STUDIO EXTRA
松原市 アトム電器高見の里店
松原市 GARAGE F.B.I
松原市 どんだけモバイル
大東市 アスリート
大東市 喫茶 里茶亜土
大東市 一般社団法人大東志塾 氷野教室
大東市 阪奈カーディナル
大東市 有限会社大谷技研
大東市 制服のナカムラヤ
大東市 染と織 田仲屋
大東市 アクティブ・スクウェア・大東
大東市 だいすき協同組合大阪研修センター
大東市 阪奈園へらぶなセンター
大東市 阪奈ミシンサービス
大東市 スウィト-カフェ
大東市 黒岡商事
大東市 一楽食堂
大東市 Piece アイラッシュ
大東市 宮代リサ ボイストレーニング教室 
大東市 小浜食品
和泉市 中国料理 十八番
和泉市 中塚経営相談室
和泉市 珈琲専科 珈琳
和泉市 ワスワナグループ
和泉市 セイリング
和泉市 いずみふれあい農の里
和泉市 日本料理みやこ
和泉市 マジックミシンららぽーと和泉店
和泉市 特定非営利活動法人日本こども体育協会
和泉市 シャルレ代理店ココプリエ
和泉市 igusa
和泉市 本山接骨院
和泉市 こゆき食堂
和泉市 喫茶えらぶ嶋
和泉市 うどん錦
和泉市 ホールドオン
和泉市 あ!マンナ
和泉市 レストラン 久
和泉市 喫茶セピア
和泉市 小池 電気
和泉市 リーブ
箕面市 ぶぁるとはいむ
箕面市 つる家
箕面市 北摂卓球カレッジ
箕面市 有限会社シェールヴィー
箕面市 ウエイブ
箕面市 一般社団法人 幸せ介護創造ファクトリー
箕面市 箕面湯元水春内髪剪處
箕面市 心々庵
箕面市 手打ちそば処 丹波
箕面市 ビコー大阪
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箕面市 パリラガール
箕面市 Momiji Cafe
箕面市 ロゼブル
箕面市 ハートフル
箕面市 Cara Cat Cafe
箕面市 喫茶 木だち
箕面市 zai1949
柏原市 デンタルラボ丹波
柏原市 喫茶こすもす
柏原市 有限会社 河内
柏原市 喫茶ベリー
柏原市 あまか
柏原市 粉もん揚げもん たことら
柏原市 やまもと商店
柏原市 オオハラ文具
柏原市 ペルル ジョイフル国分店
柏原市 焼肉まるしん
羽曳野市 カフェゆうぷく
羽曳野市 食事処 白鳥
羽曳野市 菜
羽曳野市 cafe 和
羽曳野市 福゜福゜
羽曳野市 広谷工務店
羽曳野市 なごみ茶屋福豆
羽曳野市 デザートBUNBUN
羽曳野市 マミーカフェ
門真市 焼肉香里苑
門真市 喫茶 サン
門真市 更科
門真市 明食フーズ株式会社
門真市 ガーベラ
門真市 喫茶クイーン
門真市 1番館
門真市 Cafe and Lunch Crayon
門真市 ビャンビャン麺
門真市 CATS CAFE
門真市 ホリ通信
門真市 鶏屋一
摂津市 1st Best Service
摂津市 Switch!バスケットボールコート
摂津市 速読マイスター協会
摂津市 カランドリエ
摂津市 シティフードポッペ
摂津市 まるたまラーメン
摂津市 谷口造園
摂津市 amarket
摂津市 珈琲館あっぷる
高石市 喫茶 フロイライン
高石市 みやび屋
高石市 カフェ ら・さぼうる
藤井寺市 お好み焼き「みっちゃん」藤井寺店
藤井寺市 お好み焼き はるちゃん
藤井寺市 黒川珈琲
藤井寺市 特定非営利活動法人FC Sword Osaka
藤井寺市 ユーティリティ-
藤井寺市 A&L
藤井寺市 きもの着つけにしかわ
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藤井寺市 秀雄設備
藤井寺市 憩のひろば英子
東大阪市 川口鑑定事務所
東大阪市 三富工作所
東大阪市 お食事処 有貴
東大阪市 大八寿司
東大阪市 村田屋
東大阪市 MICEコーヒーサービス株式会社
東大阪市 有限会社シーウエスト
東大阪市 株式会社ジェンコ
東大阪市 有限会社赤心
東大阪市 NPO法人祥学園
東大阪市 瀬羅
東大阪市 株式会社デフィー
東大阪市 明正教髙丸分教会
東大阪市 特定非営利活動法人KARATE宮崎道場本部
東大阪市 いるかこもれび
東大阪市 有限会社 光工作所
東大阪市 ジェイ・ピー・エス本社
東大阪市 株式会社 大一技建
東大阪市 TA教育研究所
東大阪市 株式会社ムッシュカクタ
東大阪市 喫茶 和
東大阪市 インテリア富司
東大阪市 りーぶるらぱん
東大阪市 運転サービス代行屋さん
東大阪市 アジアンビストロバナココ
東大阪市 三笠屋酒店
東大阪市 珈琲館 樹騨
東大阪市 花園食堂
東大阪市 Americandinerstar
東大阪市 味処たちばな
東大阪市 Grows
東大阪市 コーヒーフェアサカグチ
東大阪市 珈琲邸
東大阪市 メイクプロジェクト近大前店
東大阪市 レストラン ビアンカ
東大阪市 清水履物店
東大阪市 Patisserie Liergues
東大阪市 喫茶もんきーぽっきー
東大阪市 大地設備工業
東大阪市 ポンポン
東大阪市 ラ・スゥール カフェ
東大阪市 YUN crepe
東大阪市 樫の木
東大阪市 喫茶 モア
東大阪市 カフェ&バーM
東大阪市 喫茶 でぃべるてんて
東大阪市 Café＆Gallery K²
東大阪市 ひろ八
東大阪市 和処おかもと
東大阪市 さつき
東大阪市 たこやき ちえ
東大阪市 酒のかがわ
東大阪市 喫茶ブリック
東大阪市 亀井時計めがね店
東大阪市 韓国家庭料理 まる
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東大阪市 CAFE処ヒパヒパ
東大阪市 バーM
東大阪市 カフェM
東大阪市 喫茶 プチ
東大阪市 カラテ東大阪加納道場
泉南市 オートショップ ロード
四條畷市 田畑タイル
四條畷市 アーバン不動産投資株式会社
四條畷市 コネタス株式会社
四條畷市 株式会社styleF
四條畷市 和 なごみ
四條畷市 そば茶屋 よしむら
交野市 てい喰あう人
交野市 909食堂
交野市 月本建築設計事務所
交野市 VELL SHOP
交野市 Atonichi Cafe
交野市 たこやき屋 中角
大阪狭山市 株式会社華髪
大阪狭山市 さやま荘
大阪狭山市 グローバルスクール
大阪狭山市 然
大阪狭山市 3月4月から決まっていた新築工事店舗工事が延期
大阪狭山市 布土木
大阪狭山市 ジーナネイル
阪南市 株式会社 マクタビートレーディング
島本町 個別指導 京進スクール・ワン 水無瀬教室
島本町 奏ミュージックサポート
豊能町 F.Cプラン
豊能町 特定非営利活動法人ワークインとよの
豊能町 ランドセルリメイクrural店舗
能勢町 うお福
能勢町 cafe soto
忠岡町 喫茶ふるーる
熊取町 太樹開発アサヒウォータ
熊取町 スイ―ツスリール369
熊取町 ありがとう食堂
熊取町 BEARCOFFEE
熊取町 泰成興業
熊取町 Cafe&zakka sora
田尻町 大阪航空局関西空港事務所 ＣＡＢ食堂
岬町 ひろしげ珈琲倶楽部
河南町 アブドゥラグループコーポレーション株式会社
河南町  一般社団法人国際アイデザイニング協会
河南町 ガーデンカフェ キッチンハート
河南町 喫茶エース
千早赤阪村 ウッディハート
千早赤阪村 金剛山頂売店
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