
市町村名 施設名称

大阪市 立呑み処 あべの銀座
大阪市 三井弘産株式会社
大阪市 株式会社共進設備
大阪市 株式会社 ジェー・アイ・ディー ゴルフインフォメーション
大阪市 小野シャンブル株式会社
大阪市 シャンブル建装株式会社
大阪市 株式会社清天
大阪市 株式会社エレメンツ
大阪市 島津食品
大阪市 TeaTime ８８６
大阪市 坂本商店
大阪市 笑酒幕府 松之城
大阪市 紅扇書道教室
大阪市 メンバーズ摩耶
大阪市 エルモンテ
大阪市 にじ
大阪市 エスカルゴ
大阪市 炭火焼肉大正ぱっぷはうす
大阪市 廣
大阪市 珈琲 豆の木
大阪市 つか本。
大阪市 喫茶 ミチ
大阪市 サンシャイン
大阪市 BeBeSHOP
大阪市 おいしんぼ
大阪市 橘
大阪市 private salon Mei
大阪市 喫茶 ラッキー
大阪市 居酒屋 松虫
大阪市 サチ美容室
大阪市 八幡屋
大阪市 城谷商店
大阪市 薔薇の木
大阪市 ラーメン 大穂
大阪市 タナカ
大阪市 珈琥
大阪市 経済情報興信所
大阪市 珈琲屋
大阪市 ミュージックショップ ガロ
大阪市 のぶ虎
大阪市 荒井はきもの店
大阪市 マナー総合研究所
大阪市 食事処 よったりや
大阪市 R.ema
大阪市 ＭＩＸ ＣＵＬＴＵＲＥ ＧＡＲＡＧＥ
大阪市 華まつり
大阪市 焼肉のモリ
大阪市 シャンブルドゥシャーム
大阪市 ONE WORLD OSAKA CENTRAL
大阪市 東進株式会社医療観光受付
大阪市 Bar TANPOPO
大阪市 IGK株式会社
大阪市 KARE with LIVING HOUSE. 梅田店
大阪市 LITTLE MARYCHURCH ウォーターフロント堂島

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２０日公表分）
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大阪市 気軽に自由空間新大阪
大阪市 TANIROKU家・い
大阪市 株式会社シェイプアップ
大阪市 プレーゴ
大阪市 御菓子司絹笠
大阪市 ローレル640合同会社
大阪市 株式会社ランドリアン
大阪市 カグノミ堂
大阪市 北新地セレブリテ
大阪市 株式会社ラヴス
大阪市 株式会社ニューライフスタイル
大阪市 HARVEY SPECTER
大阪市 UMEDA エスト内キャンデイーストリッパー
大阪市 グラッドツアーズ株式会社
大阪市 一本松海運株式会社
大阪市 酒屋の酒場
大阪市 株式会社ONEWEEK
大阪市 塚本パティオ
大阪市 Ｏｒａｎｇｅ
大阪市 福服堂 新世界店
大阪市 株式会社 ＭＯＢＩＸ
大阪市 cafe no.
大阪市 株式会社日泉
大阪市 ALVIS
大阪市 ＥＮＡＫ株式会社
大阪市 パッキングリスト
大阪市 amour
大阪市 保田薬品店
大阪市 株式会社スターライト
大阪市 オーガニックＢＡＲ  ＭＩＬＩ
大阪市 ア・ラ・ルーシュ
大阪市 浪花オムライス
大阪市 BRUSH UP STUDIO
大阪市 骨里香熟食店
大阪市 日本綿業会館食堂部
大阪市 一番マッサージ
大阪市 ホテルエキチカ長堀橋
大阪市 岩崎不動産
大阪市 鮨処寛龍
大阪市 横綱
大阪市 POTATOLABO堀江店
大阪市 BEST TRAVEL OSAKA
大阪市 株式会社ジュエリープロセス 
大阪市 一芳台湾フルーツテイー心斎橋店
大阪市 JUN
大阪市 麻雀 大和クラブ
大阪市 株式会社トータルプレイズ
大阪市 株式会社ユーケーツー
大阪市 ＤＭＣ宝ツアー株式会社
大阪市 Mosquito
大阪市 株式会社新宿屋
大阪市 立ち飲み処大川
大阪市 MIRAIトラベル
大阪市 タピオカヒーロー難波店
大阪市 Bar gealach
大阪市 株式会社ザシーン フィンデコ事業部
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大阪市 株式会社ラビオストレーディング
大阪市 ファーストケータリング
大阪市 napoca阪急三番街店
大阪市 株式会社グローバルリンクス
大阪市 たこ焼きあほや 三国店
大阪市 ノビス
大阪市 Tieru（ティール）
大阪市 フォトスタジオ キュースタジオ
大阪市 株式会社ミレーノ
大阪市 浜焼太郎 西本町店
大阪市 株式会社コニシコーポレーション
大阪市 株式会社スサノオ
大阪市 株式会社リベルタ
大阪市 ノイズシェーンモーグ
大阪市 中国料理ファンファン
大阪市 ジャパンセントラルメディカル株式会社
大阪市 あいむエージェンシー株式会社
大阪市 RyoRinサロン
大阪市 株式会社TKN
大阪市 帽子専門店神戸堂
大阪市 ワールド通商株式会社
大阪市 ティアラサロン
大阪市 ル・パン
大阪市 セレクトショップ bleuet
大阪市 喫茶ピエタ
大阪市 モロゾフ なんばウォーク店 
大阪市 株式会社 光明
大阪市 森ノ宮リノベハウス
大阪市 makika
大阪市 ma chere Cosette あべのハルカス店
大阪市 ３９トラベル
大阪市 鰻のうな丈
大阪市 山田商店
大阪市 株式会社オーバル
大阪市 株式会社 YC ゴールド・ワイ
大阪市 株式会社エヌエスピー
大阪市 イタリアンバル ストーリア
大阪市 有限会社 恵美マネキン紹介所
大阪市 Sex&Beauty株式会社
大阪市 K［kei］
大阪市 ニッカブロックパーク天神橋店
大阪市 デザイン大阪ファクトリー
大阪市 株式会社ジェムアクティブ
大阪市 ラド観光株式会社
大阪市 さくら堂
大阪市 ＴＮリザーブ
大阪市 株式会社大建
大阪市 PLUSTIC
大阪市 オールウェイズ
大阪市 Mun stylisti
大阪市 株式会社ＪＴＢ京阪トラベル関西団体営業所
大阪市 株式会社 SHK
大阪市 株式会社ユーティホールディングス
大阪市 麻雀イタリア
大阪市 ユーロパッション大丸梅田店
大阪市 COFLO
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大阪市 アイアイインターナショナルスクール
大阪市 フィール
大阪市 Studio N
大阪市 株式会社フィーリングカンパニー
大阪市 株式会社Billion
大阪市 バズパブリックリレーションズ
大阪市 COTE A COTE
大阪市 CoCo BAKERY 千林大宮店
大阪市 株式会社Ｓｗａｎｋｙ Ｓｙｓｔｅｍｓ
大阪市 焼肉七つ星 淀屋橋平野町店
大阪市 Moonkery
大阪市 エスディーメディカルショールーム
大阪市 アンナマリア
大阪市 伊藤ビル
大阪市 株式会社ビィーアール
大阪市 有限会社健生プランニング
大阪市 ワンモア
大阪市 AOEM
大阪市 FUNKY FRUIT あべのキューズモール店
大阪市 グランドシステム
大阪市 庵月堂 大丸梅田店
大阪市 ビオストア
大阪市 グラスマティネ
大阪市 株式会社ＤＩＡ 
大阪市 シグマ・ワールド
大阪市 LTアカデミー
大阪市 有限会社安藤
大阪市 リストランテ・リナッシェレドウジマ
大阪市 株式会社ダイス
大阪市 株式会社かなたに
大阪市 idsumiピクルス なんばパークス店
大阪市 マスザキヤ 阪急三番街店
大阪市 餃子の王将せんば南本町店
大阪市 イノグル内装工作所
大阪市 百
大阪市 三光舎時計舗
大阪市 Aries心斎橋店
大阪市 池カラ
大阪市 有限会社メディカルスクウェア
大阪市 株式会社ポピエ
大阪市 HAPPY  BALLS
大阪市 合同会社NBCC
大阪市 ロートレアモン京阪モール店
大阪市 アワーズルーム
大阪市 FIRST
大阪市 株式会社システムプラス
大阪市 金斗
大阪市 オルガ
大阪市 ゲストハウスパークフロント
大阪市 株式会社 トライビ
大阪市 アイプラスハウス
大阪市 株式会社明和
大阪市 アクアテイメント工房
大阪市 株式会社エス・アイ・システム
大阪市 株式会社栄承
大阪市 バロンドール株式会社
大阪市 株式会社ジーセブン
大阪市 INASE合同会社
大阪市 日本料理 大乃や あべのハルカスダイニング店
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大阪市 あみだ池大黒 本店
大阪市 楽々茶
大阪市 パピエクラブ編集室
大阪市 さのよいよい 北新地
大阪市 有限会社ケイワントラベル関西
大阪市 元株式会社
大阪市 アップグリル
大阪市 株式会社ナカヒデ
大阪市 揚げもの弥生
大阪市 株式会社ALPHATRADING 
大阪市 株式会社ジャパンオーシャンズ
大阪市 cafe no. umeda
大阪市 MaaZ
大阪市 株式会社ＡＳＫ
大阪市 プラザ イン ナニワ ホテル
大阪市 MAYC株式会社
大阪市 株式会社藤田商店
大阪市 株式会社ブランジットインターナショナル
大阪市 株式会社善助
大阪市 株式会社オフイスアイティー
大阪市 Seisin inbound Tour
大阪市 HEEKTEA
大阪市 CAFE SHIFT THREE
大阪市 ケーティーワン
大阪市 株式会社 頂禮商事
大阪市 株式会社明来エンタープライズ
大阪市 お酒の美術館
大阪市 D.KELLY
大阪市 ローマ軒大阪上本町店
大阪市 RUN-WALK Style
大阪市 TH create株式会社
大阪市 新美国際株式会社
大阪市 成達株式会社
大阪市 ツキ ブティック
大阪市 株式会社テクノーレ
大阪市 グレイスコア
大阪市 リンクオブマインド株式会社
大阪市 株式会社Retell
大阪市 株式会社色禅
大阪市 株式会社日本東旭国際交流センター
大阪市 VIS
大阪市 東洋ホーム株式会社
大阪市 アカシヤ印刷
大阪市 株式会社BMK
大阪市 ワイルドライフ株式会社
大阪市 ソビノワ
大阪市 魚屋ひでぞう立ち飲み店
大阪市 株式会社GLOBO
大阪市 有限会社エラン・ヴィタール
大阪市 K&N管財株式会社
大阪市 鮨ひでぞう
大阪市 魚屋ひでぞう難波店
大阪市 visitfor
大阪市 ビューティーチアラボ天王寺店
大阪市 ジェイシーエーインターナショナル株式会社
大阪市 高津宮参集殿
大阪市 スタジオアンサンブル
大阪市 株式会社アール・ド・ヴィーヴル
大阪市 Dining HATTORI
大阪市 飯坂ファイナンシャルプランナー事務所
大阪市 エコサポート JR桃谷駅改札前店
大阪市 ピグマリオンぷち天満橋教室

5 / 16 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２０日公表分）

大阪市 能口商店
大阪市 アクセサリーピノ
大阪市 キッチン ハリネズミ
大阪市 インド・ネパール料理JUN
大阪市 米崎産業
大阪市 安福鍼灸治療室
大阪市 Dining Bar 黒ひげ
大阪市 えびす食堂
大阪市 エステサロントミヤ
大阪市 コンシダレイション
大阪市 むぅるまぁーけっと
大阪市 シャポード かずみ
大阪市 U to
大阪市 Brush
大阪市 喫茶 来夢
大阪市 Shalestone Music
大阪市 俊彩
大阪市 Shot Bar Advance
大阪市 わたなべ鍼灸院
大阪市 ヤキニク ヒーロー
大阪市 NAILSALON SNOWDROP
大阪市 Ring
大阪市 大月望愛
大阪市 キングラバー商店
大阪市 立ち飲み かいたにや
大阪市 i n a h o   
大阪市 麺屋食堂まさお
大阪市 つるはしまぐろ食堂
大阪市 アイリフト
大阪市 たか瀬
大阪市 TMSさくら
大阪市 ベルさくらキャンパス
大阪市 H＆K大阪事務所
大阪市 スカウト事務所
大阪市 MTKﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ
大阪市 89cafe
大阪市 キングコング
大阪市 アクシス 阿倍野教室
大阪市 婚活のフォーライフ
大阪市 Personal Innovation
大阪市 友田写真事務所
大阪市 ハーブティと香りのお店＆shu（アンドシュウ）
大阪市 画廊喫茶イーゼル
大阪市 セモンプラス
大阪市 沖縄居酒屋てぃんがーら
大阪市 タコたこ
大阪市 浪花クリンネス
大阪市 中尾画廊
大阪市 eyelash salon Liliana
大阪市 しげやん工房
大阪市 友福中華料理
大阪市 O-en fitness 
大阪市 ナチュレメイド
大阪市 meguri
大阪市 toisen
大阪市 ちょっとBar
大阪市 スクール一
大阪市 福笑
大阪市 E・レボリューション
大阪市 焼肉 伊まりや
大阪市 喫茶ウイン
大阪市 Zaza Bear
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大阪市 コーヒーハウスジュン
大阪市 ナイフウィング
大阪市 公文式相生通教室
大阪市 茶房 chai
大阪市 COFFEE BOX BAROQUE 
大阪市 Y4 sales agency
大阪市 JUN Bellydance school
大阪市 キューランド
大阪市 hair-aire
大阪市 リラクゼーションサロン さくらどろっぷ
大阪市 フロア
大阪市 Bellezza Nail School&Salon
大阪市 キャリアプラン
大阪市 公衆浴場 春日湯
大阪市 Kaurage
大阪市 お初天神裕子
大阪市 bar.bar.bar.
大阪市 Mel Coffee Roasters
大阪市 クールクローズ
大阪市 UNI
大阪市 Meat N' Bones
大阪市 photo studio tamago  フォトスタジオたまご
大阪市 cafebar Ｓ＆Ｋ
大阪市 Party event Dragon
大阪市 はやしや福
大阪市 ファイアーワークス
大阪市 棋牌室 龍
大阪市 ジャパン・スタンプ商会
大阪市 BAR T.T
大阪市 BLOOMY
大阪市 てぃだのこーひー屋
大阪市 K's Palette
大阪市 戦
大阪市 三共商会
大阪市 ベルエクラ
大阪市 海鮮酒場喰海
大阪市 デジサイ
大阪市 APSプランニング
大阪市 晋々荘
大阪市 ZEBRA
大阪市 fico
大阪市 OFFICEKUGE
大阪市 ハンヤ印章店
大阪市 アップライト
大阪市 カフェレスト馬酔木
大阪市 ボズ
大阪市 リラクゼーション しあわせ
大阪市 Beauty Salon ha_ru
大阪市 よもぎ屋mitsubachi
大阪市 徳川総合事務所
大阪市 フリーガイ
大阪市 MIU
大阪市 サカエニット
大阪市 Bar Cantaloupe Island
大阪市 INCELLDERM
大阪市 かなざわ
大阪市 全身脱毛専門店 ｔｅｎ
大阪市 音処たにもとスタジオ
大阪市 Fedup
大阪市 建築設計ヒルマ
大阪市 大阪坂倉速算会野里教場
大阪市 フルーツエイト
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大阪市 Valkyrie
大阪市 Un Retour
大阪市 なつの家
大阪市 carte orange
大阪市 Tennis Planning 118
大阪市 日本一マッサージ
大阪市 ダイニングバータクリーノ
大阪市 パフ/ウォーターセブン
大阪市 Hair&Make-up isme
大阪市 DEARSTANCE
大阪市 ベリープラネッツ
大阪市 大橋板金
大阪市 キャンパスショップ セノオ 
大阪市 HIROKI
大阪市 雷音スタジオ
大阪市 eyelash salon Garden
大阪市 カラオケMAMBO
大阪市 建築工房 ＦＵＫＵＺＡＷＡ
大阪市 citrontree
大阪市 緑橋営業所
大阪市 天野屋
大阪市 山家 altzmusica
大阪市 LEVRE
大阪市 IMJEWELRY
大阪市 山入商店
大阪市 やきとり楽笑
大阪市 グリーントレード
大阪市 オフィスMIKARIN
大阪市 ブリーズガーデン
大阪市 ワンズドッグ
大阪市 楽園食品
大阪市 ゲストハウス８８８
大阪市 ブルータス
大阪市 ヒウラ建設
大阪市 西堤レース
大阪市 nuttybase
大阪市 TOM
大阪市 森永牛乳 成南販売所
大阪市 石川道具市場
大阪市 ジェイズ
大阪市 カラオケスタジオ・湊空
大阪市 osampo
大阪市 喫茶パピヨン
大阪市 ヘアメイクサロン
大阪市 吉田ダンススタジオ
大阪市 OFFICE OXALIS
大阪市 マキ商店
大阪市 レッグニット ミタムラ
大阪市 藤原ピアノ教室
大阪市 アイマークラフト
大阪市 南友キッチン
大阪市 とりだん鴫野店
大阪市 きもの工房たなか
大阪市 居酒屋天佑
大阪市 ディージー
大阪市 アザレアマンション
大阪市 弥助
大阪市 ＳＨＩＮ
大阪市 ゴルフ リンケージ ジャパン
大阪市 アートスペース＆スクール一葉堂
大阪市 森田酒店
大阪市 sea of green
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大阪市 徳原電気
大阪市 【バナイル】
大阪市 ビジネススクールBGM 本町校
大阪市 居酒屋 蔵
大阪市 居酒屋 河
大阪市 BLUE
大阪市 六陶社
大阪市 美容室 VILLA
大阪市 ヘアステーションネオアプリ
大阪市 THE FLAVOR DESIGN
大阪市 コスプレイヤーJAPAN
大阪市 サイクル
大阪市 橋口商店
大阪市 公文式東中本小前教室
大阪市 SKUU
大阪市 コバルトブルー
大阪市 越前寿司
大阪市 ニカク
大阪市 BAR LOUDAN
大阪市 Nail Salon éf
大阪市 とちじり
大阪市 味千園
大阪市 つけもんや しまさ
大阪市 Ｍ２
大阪市 ANDdesign
大阪市 みつば
大阪市 プライベートサロン シュエット
大阪市 つきや
大阪市 大乃家
大阪市 GIANT BABY
大阪市 インテリア前田
大阪市 ラーメンよっちゃん
大阪市 紅星
大阪市 ドライブインガイド三重
大阪市 本日乃出菓舗
大阪市 Ganesha
大阪市 WING FIT
大阪市 みくに珈琲園
大阪市 プレンドルアンカノン
大阪市 素敵なタイの文化創造発信委員会
大阪市 帝塚山 KITCHEN STUDIO COCO
大阪市 enjoydaining time 紺屋
大阪市 Megumi sale 
大阪市 酒屋 むげん
大阪市 焼肉ヒロミヤ
大阪市 エフピージェイ
大阪市  Le  Lien artist academy
大阪市 ミニ
大阪市 TAGインターナショナル
大阪市 わがまま
大阪市 patisserie bouquet
大阪市 bar I’nes
大阪市 中井フォトサロン
大阪市 ピュアホワイト
大阪市 アジア
大阪市 万 YOROZU
大阪市 Twos factory osaka
大阪市 グリルヤマサキ
大阪市 flamingo
大阪市 KAORU HASEGAWA ARTWORKS
大阪市 地域の介護研究所
大阪市 living
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大阪市 neves
大阪市 ジェラフル海老江店
大阪市 大平福助堂
大阪市 FIVE FOCUS
大阪市 A HOUSE
大阪市 いげや
大阪市 FiL et FiL
堺市 アールベルアンジェSakai
堺市 小田商店
堺市 居酒屋めだか
堺市 株式会社プロフェッサーズトラベル
堺市 株式会社エフ・ディー
堺市 JCMG本社
堺市 イズホーム堺西店
堺市 シンスリープラス
堺市 スマートクールイオンモール堺鉄砲町店
堺市 ミント
堺市 コーヒーハウス イーグル
堺市 ウェブソニック株式会社
堺市 株式会社 京スペハローサービス
堺市 有限会社オムフォーヘアー
堺市 株式会社ジャパンフットボールマーチャンダイズ
堺市 フールーコーポレーション有限会社本社
堺市 酒専門大店 酒家
堺市 WINGTIP
堺市 ジョイフル１
堺市 株式会社上昇建設
堺市 壱富亭
堺市 ふぐかず
堺市 仲本フェンス
堺市 ねんねこ整体院
堺市 わんダフルＰａｒｔｎｅｒ’ｓ
堺市 ドラム缶専門店
堺市 養老乃瀧 泉北泉ヶ丘店
堺市 ひとやすみ
堺市 太丸
堺市 Q Kyoku
堺市 津田家
堺市 古物商 自転車リサイクルニシト
堺市 fille
堺市 zakka NAKAI
堺市 そば処 丈
堺市 Organic畑kitchen結
堺市 メンテナンスショップPIT
堺市 Am.S.OCULOS
堺市 Arts-B Gallery
堺市 軒自転車
堺市 大心住宅展示場
堺市 アリス
堺市 泉北卓友会
堺市 おそとDEごはん
堺市 レインボードッグ
堺市 パーソナルトレーニングジム たかや
堺市 めでたや
堺市 GAIA  NEXT
堺市 mocca barber
堺市 高見酒店
堺市 Photo GAR's
堺市 令和建設
岸和田市 どとんこつ幸運軒
岸和田市 カラオケ喫茶ヴィーナス
岸和田市 アイワ商会
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岸和田市 V.I.P. ラン
岸和田市 オテンバのBOO
岸和田市 ハイビスカス
岸和田市 ボーノ
岸和田市 NOBANA SIDE CAFE
岸和田市 WORKS．
岸和田市 道の駅 愛彩ランド
岸和田市 合同会社ＷＩＳＨ－Ｕ
岸和田市 株式会社吉野モデルハウス
岸和田市 ベル・ヴィル岸和田店
岸和田市 Lower
岸和田市 リトルパンプキン
岸和田市 関西卓球ハウス
岸和田市 Makana
岸和田市 eyedesign Lassy
岸和田市 フラワーアレンジメント花音
岸和田市 カーセンター岸和田
岸和田市 岸和田オフィスセンター
岸和田市 あすなろ
岸和田市 ボディケアハウスＭoana
岸和田市 松下食品
岸和田市 しを屋
豊中市 シミズ瓦店
豊中市 砥用
豊中市 インド料理 まいた
豊中市 松原音楽事務所
豊中市 おこのみ おやじさん
豊中市 Spirits of Japan
豊中市 株式会社グランス
豊中市 有限会社 ヨシミ商事
豊中市 株式会社ダイ・ニチ
豊中市 アロマトリートメントルームBLoom
豊中市 ロッソアンドカンパニー
豊中市 エヌコンセミナー
豊中市 Rose Party
豊中市 うつわギャラリー陶和
豊中市 マルヨシ製麺所
豊中市 スンドゥブ専門店KAM
豊中市  喫茶＆BARドンガバチョ
豊中市 三昧
豊中市 ごえん
豊中市 桜蓮寺
豊中市 脳トレリズム体操
豊中市 タガミ音楽事務所
豊中市 西口商店
豊中市 エム建築工房事務所
豊中市 サロン・エアル
豊中市 古川商会
豊中市 soraji
豊中市 花芽
豊中市 セレクトショッププレジール
豊中市 浪原靴店
豊中市 プロスパー
豊中市 中村美食
豊中市 喫茶ジュピック
池田市 じゃんぼ総本店 石橋駅前店
池田市 ALLSTATE TIRES
池田市 エステ季さら
池田市 宙と種 （Sora to Tane)
池田市 aBs
池田市 pu-rism photo
吹田市 三木プロモーション
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吹田市 まんぷく
吹田市 喫茶青山
吹田市 Tachiki
吹田市 駅前 すずめ
吹田市 ゆめの庵
吹田市 コットン
吹田市 久留米ホルモンみつ澤
吹田市 株式会社クリエ ショールーム部分
吹田市 株式会社ワゴンサービス
吹田市 株式会社コーストライン
吹田市 合同会社Ａｉｚ
吹田市 あい鶏
吹田市 一芳 関大前店
吹田市 株式会社ロイヤルプロパティ
吹田市 株式会社 籠谷
吹田市 アメリカンイングリッシュアカデミー
吹田市 株式会社千鳥屋宗家
吹田市 オーミック
吹田市 あ～り～工房
吹田市 暁あんこ
吹田市 たつおか
吹田市 万両堂
吹田市 ナカサンプロジェクト
吹田市 ティアイ観光
吹田市 COLORS GYM
泉大津市 ヘルストロン 東豊中支店
泉大津市 笑
泉大津市 Ａｒｉｎｋｏ ありんこ
泉大津市 T-style
泉大津市 株式会社マツダ企画
泉大津市 たつごろう
泉大津市 ブティックin
泉大津市 EJ牧場
泉大津市 はりま東洋医学療術院
高槻市 たかつき囲碁センター
高槻市 浦本ベンリ屋
高槻市 長州屋
高槻市 西野空手道 西野そろばん教場
高槻市 そば処 朝日屋
高槻市 京一 高槻店
高槻市 シーカージャパン
高槻市 居酒屋 源氣屋
高槻市 お好み焼き よしもと 南店
高槻市 経営塾もりやま
高槻市 旬華
高槻市 さん咲く屋 
高槻市 有限会社木村特殊電子
高槻市 梅園松籟居
高槻市 アイルホーム株式会社
高槻市 2nd LIVING 鼎
高槻市 高槻センター街ビル
高槻市 Ｂライン柱本
高槻市 cafe summer
高槻市 Rabbit'n
高槻市 一本宝石
高槻市 木村智
高槻市 ミヨシサイクル
高槻市 studio1008
高槻市 DESIGN HAIR ＊ ARAW
高槻市 サン・ファミーユ
高槻市 高槻マリモ
高槻市 Animal Communicare
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高槻市 ペガサス
高槻市 WILL plus
高槻市 オガサハラヨシヒロ スタジオ
貝塚市 スナック 静
貝塚市 BBQミートショップさかい
貝塚市 ルシエル貝塚
貝塚市 イツキドウ
貝塚市 やんちゃだこ
貝塚市 川治亭
貝塚市 カラオケ喫茶 杏樹
守口市 ギャラリーアートライフ
守口市 肉のおおしま
守口市 有限会社Ｍコーポレーション
守口市 株式会社 丸富工務店
守口市 株式会社インターナショナルトラスト
守口市 居酒屋 凛
守口市 SHOP KeeperLine
守口市 焼肉 ちゃん
守口市 おかのでんき
守口市 NAK
守口市 くろねこ座
守口市 富屋酒店
枚方市 スマートクール枚方牧野店
枚方市 錦一葉カフェ
枚方市 のあっく自然学校
枚方市 居酒屋 つる吉
枚方市 自家製麺杵屋エル枚方店
枚方市 カルチャハウス
枚方市 eyelash  plan
枚方市 エステティックサロンF＆F
枚方市 エルボーグ
枚方市 サロンドやまのうえ
枚方市 しょっぷやまかわ
枚方市 Relie
枚方市 SUN設備設計
枚方市 ヘアーサロン いのうえ
枚方市 ベントステーション 宮之阪
枚方市 ガーデン優花
茨木市 miz茨木店
茨木市 やまびこ
茨木市 まだま村
茨木市 中華料理 寿
茨木市 KASTURI restaurant
茨木市 アンビエンス株式会社
茨木市 有限会社 ＹＦＳ
茨木市 居酒屋 遊
茨木市 井尻珠算教室 南茨木教場
茨木市 上穂積景品交換所
茨木市 コロンビア
茨木市 リラクゼーションスペース和～なごみ～
茨木市 コトハ
茨木市 エステ・ルージュ
八尾市 スタッフプラス
八尾市 株式会社PRECIOUS
八尾市 山本硝子工業所
八尾市 きもの すぎもと
八尾市 メナードフェイシャルサロン八尾本町
八尾市 アイドッグシャンプーサービス東大阪八尾
八尾市 工房オカウチ 八尾リノアス店
八尾市 盛文社印刷所
八尾市 山清荘
八尾市 戸井商店
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八尾市 ムラタ
泉佐野市 TEXIAHAATO
泉佐野市 夜桜
泉佐野市 リファイン熊取駅前 
泉佐野市 BijouLumiere
泉佐野市 Bar Vioret
泉佐野市 幸せの黄金鯛焼き イオンモール日根野店
泉佐野市 グリーンテラス アリスカフェ
泉佐野市 串っ子
泉佐野市 白菊神社
泉佐野市 井上ジム
泉佐野市 大空しのぶ音楽事務所
富田林市 善作屋
富田林市 自家製麺杵屋金剛東店
富田林市 株式会社コミュニケーション・アーキテクト
富田林市 株式会社スカイビルディング
富田林市 漫画喫茶 Ｏｌｅｏ
富田林市 スナック結
富田林市 アート ビューティーサロン
富田林市 大阪大谷大学内購買部
富田林市 ブティック グレイス
寝屋川市 根保家
寝屋川市 カラオケ喫茶ルビー
寝屋川市 カメラのたかな堂
寝屋川市 株式会社 絆フレンズ本社
寝屋川市 グレード珈琲
寝屋川市 千成株式会社
寝屋川市 株式会社喜働建設
寝屋川市 旬菜旬魚 華と月
寝屋川市 S Ballet
寝屋川市 HAPPY SMILE KAATSU
寝屋川市 スタジオライトクロス
寝屋川市 Fest Success
寝屋川市 総合整体院カワカミ
寝屋川市 カラオケハウスM
寝屋川市 ヘアーサロンアーム
寝屋川市 ドクターワーカー
寝屋川市 浅井事務所
寝屋川市 ヘアーサロンヒーロー
寝屋川市 わんデイサービス ラブ
河内長野市 とも
河内長野市 ぺットライフパンプキン カフェ
河内長野市 ROLLING RECORD
河内長野市 工房オカウチ ノバティながの店
松原市 中川電工
松原市 松原プランニング株式会社
松原市 コメダ珈琲店 河内松原駅前店
松原市 ラーリス企画
松原市 ダイアナアクール
松原市 立ち呑み あおいや
松原市 ろーかるキッチン
松原市 AZITO309
松原市 signpost SORA
大東市 井川工芸
大東市 共栄テック
大東市 池田縫工所
大東市 ROSE CAFE
大東市 大川創業株式会社
大東市 Kiwi留学ネット
大東市 田舎食堂
大東市 占鑑定カフナ
和泉市 株式会社N'さぽーと
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和泉市 カラオケ喫茶ピース
和泉市 コーヒーレストラン ガジュマル
和泉市 トータルビューティーサロン 髪結い空間M&K
和泉市 J－サーキット和泉寺門
和泉市 株式会社八洲商事
和泉市 KENASE JAPAN国分町ヤード
和泉市 株式会社an cube
和泉市 Ｋワーク
和泉市 婚活パーセント
和泉市 エステティックサロン リペア
和泉市 グローリーホーム
和泉市 まごのて和泉
和泉市 カイカワオート
和泉市 Office Bijyou
和泉市 カフェレストRYO
和泉市 キャベツ焼 和泉府中店
和泉市 正食の店青山
和泉市 SEELD
和泉市 福祉支援support振興会
箕面市 トリミングサロン ポップトリック
箕面市 F-collection箕面店
箕面市 株式会社ワールドスタイル
箕面市 ツインアンティークス
箕面市 昌和ガクブチ
箕面市 Salon de Soleil
箕面市 茂里鮨
箕面市 マニャーナ・アトリエ・ド・フルール
箕面市 Lotus la wind
柏原市 カーセンターオクダ
柏原市 スリーカントリートラベル
羽曳野市 フルステージ
羽曳野市 有限会社リオン
羽曳野市 きちんはうす
羽曳野市 みやじま食品
羽曳野市 HAIR&BEAUTY QUEEN ANNE
羽曳野市 HAMMER ATTACK LINKAGE
羽曳野市 TAK-Z
門真市 風運イエロー
門真市 大阪城
門真市 根保家寿司
門真市 手打ちうどん いろは
門真市 カラオケ エックス
門真市 やわらぎ整体室
門真市 下三ツ島自治会館
門真市 安田食品
門真市 喫茶＆カラオケ 撫子
門真市 NEXUS
摂津市 神愛グループ株式会社
摂津市 出張パーソナルトレーニングコンフォース
摂津市 beato
摂津市 photo studio yamasaki
高石市 八海
高石市 カーショップ ビーブルー
高石市 せかんどはうす
高石市 ギリシャ交流協会
高石市 ヒーリングサロンM～笑夢～
高石市 カットハウスファンファン
藤井寺市 お弁当のなる
藤井寺市 のみ道楽
藤井寺市 合同会社J＆C
藤井寺市 有限会社 蔵前住宅
藤井寺市 Dining Bar SHiN
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藤井寺市 uzumaki
藤井寺市 ファニークルー
東大阪市 株式会社 泉屋商店
東大阪市 酒由株式会社
東大阪市 ＫＴＳ有限会社
東大阪市 風雅荘
東大阪市 あき
東大阪市 川上スポーツ
東大阪市 カラオケ喫茶＆スナック しのぶ
東大阪市 北商
東大阪市 ホンダガラス店
東大阪市 石村商会岡山営業所
東大阪市 中華そば 餃子酒場 つち家
東大阪市 有限会社サンプロッツ
東大阪市 おしゃれ工房みつわ
東大阪市 一芳 近大前店
東大阪市 株式会社九十九屋
東大阪市 BAR el camino
東大阪市 三重産業株式会社
東大阪市 有限会社 ケイミート
東大阪市 HOSボウリングスペースhit
東大阪市 フィージア
東大阪市 レイルバード
東大阪市 福島興業
東大阪市 フラワーショップミュウ
東大阪市 スガ・ぺインター柿山塗装店
東大阪市 セモンクロワ
東大阪市 細野商事
東大阪市 今米景品交換所
東大阪市 ボトニ・コーポレーション
東大阪市 武内物産
東大阪市 写真の谷奥
東大阪市 ダイアナあかり
東大阪市 権左衛門
東大阪市 焼肉 食水苑
東大阪市 インテリア モリ
東大阪市 リラクゼーションサロン椿
泉南市 そば処 泉庵
泉南市 ゲストハウス  風の家 Bonita
泉南市 樽井鞄
泉南市 マジックミシンイオンりんくう泉南店
四條畷市 クリーンエム
四條畷市 imagination creation  s o c i u s
交野市 サクセスプラン研究所
交野市 星田オート整備販売部
交野市 オプティークシステム
交野市 松本建築
交野市 松井企画事務所
交野市 関西・足うら改善センター
交野市 オガワアセス
大阪狭山市 髪屋 大阪狭山店
大阪狭山市 三国スポーツ
阪南市 室内装飾イテヤ
島本町 いろりの郷 息
能勢町 若田商店
熊取町 仁ペイント
田尻町 アキラテクト
岬町 春日丸
河南町 居酒屋いろり
河南町 blackattract
河南町 Dream-design
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