
市町村名 施設名称

大阪市都島区 京橋ハラミ屋
大阪市都島区 はる
大阪市都島区 焼鳥酒場 ゑん
大阪市都島区 トリヤ ココロイヤル
大阪市都島区 WineBar base
大阪市都島区 和風バール『鳥羽屋』
大阪市都島区 とん両
大阪市都島区 一心 明ごころ 南店
大阪市都島区 明ごころ 中店
大阪市都島区 焼鳥 凡僧
大阪市都島区 カラオケステージROBO
大阪市都島区 木乃実本店
大阪市都島区 カウ・ハウス
大阪市都島区 スナック キャピタル
大阪市都島区 ほっこり家
大阪市都島区 168茶
大阪市都島区 Pｉｚｚｅｒｉａ ｄａ Ｐｅｐｉｎｏ
大阪市都島区 十八番
大阪市都島区 桃虎
大阪市都島区 カラオケ喫茶ゴールド
大阪市都島区 まつい亭
大阪市都島区 ラーメン珉龍
大阪市都島区 炭焼地鶏 楽や
大阪市都島区 昇龍軒
大阪市都島区 アンティカトラットリアクロノ
大阪市都島区 炭火焼鳥 秀吉
大阪市都島区 二代目 ホルモン係長
大阪市都島区 中国菜飯 味らい
大阪市都島区 鉄丸 kishyan
大阪市都島区 KOKUMEI
大阪市都島区 星空居酒屋
大阪市都島区 ＳＮＡＣＫ 茜
大阪市都島区 旬魚旬彩 げんき
大阪市都島区 鄙の味 三年
大阪市都島区 恋人
大阪市都島区 つるまる製麺 ベルファ都島店
大阪市都島区 La Mammina
大阪市都島区 たんたかたん
大阪市都島区 洋酒喫茶 ニューリド
大阪市都島区 地鶏専門 たか鳥
大阪市都島区 海鮮おどりや市場
大阪市都島区 天麩羅天
大阪市都島区 集い
大阪市都島区 ササラ
大阪市都島区 ５９（ＫＯ－ＫＵＨ）
大阪市都島区 粉もん居酒屋 玉ｃｈａｎ
大阪市都島区 ｍｕｓｉｃ ｂａｒ Ｈｉ－ＦＩＶＥ
大阪市都島区 ショットバー 「デン」
大阪市都島区 ラーメン味都（虎と龍）

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3年3月17日公表分）
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大阪市都島区 天竺伽哩 ＡＫＡＳＨＡ
大阪市都島区 武田水軍
大阪市都島区 燈舎
大阪市都島区 インド料理 アルナーチャラム
大阪市都島区 カラオケルーム うたばか
大阪市都島区 すし常
大阪市都島区 居酒屋 大黒 京橋
大阪市都島区 鉄板焼 串もんや 笛
大阪市都島区 Rainbow
大阪市都島区 第4 喰う道
大阪市都島区 ＢＡＲ ＳＭＯＫＥ ＩＳＬＡＹ
大阪市都島区 産直海鮮居酒屋 浜焼太郎 京橋店
大阪市都島区 すし政
大阪市都島区 ＢＡＲ ＢＡＴＯＮ
大阪市都島区 モンテプリモ
大阪市福島区 M o R i S a N
大阪市天王寺区 焼肉味道
大阪市天王寺区 ｔｒａｔｔｏｒｉａ ｄａ Ｋａｉｃｉ
大阪市天王寺区 平和
大阪市天王寺区 豚菜家 ちばりよ～
大阪市天王寺区 鮨まごのて
大阪市天王寺区 とん亭
大阪市天王寺区 陣屋
大阪市天王寺区 海南亭
大阪市天王寺区 TRATTORIA ROCCIA
大阪市天王寺区 らーめん賛平
大阪市天王寺区 焼肉吉田
大阪市天王寺区 プンキッチン
大阪市天王寺区 遊楽旬菜 直
大阪市天王寺区 長兵衛すし
大阪市天王寺区 市村酒店
大阪市天王寺区 和酒和菜 みのり
大阪市天王寺区 みちよし
大阪市天王寺区 串太呂
大阪市天王寺区 大吉
大阪市天王寺区 福笑門
大阪市天王寺区 料理とワイン 歩き
大阪市天王寺区 串焼 茂利屋
大阪市天王寺区 炭火焼鳥 権兵衛 天王寺ミオ店
大阪市天王寺区 串八珍
大阪市天王寺区 炭火焼鳥・地酒 創味
大阪市天王寺区 がちゃがちゃ家
大阪市天王寺区 ＭＩＬＬＥ ＦＩＯＲＩ
大阪市天王寺区 おでん やまと
大阪市天王寺区 喫茶 ちょっと
大阪市天王寺区 大邱家
大阪市天王寺区 あそびーば
大阪市天王寺区 焼肉 かな
大阪市天王寺区 みのる
大阪市天王寺区 ポモドーロ フレスカ
大阪市天王寺区 居酒屋 すいすい
大阪市天王寺区 味里
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大阪市天王寺区 蜜玉
大阪市天王寺区 株式会社うの花すし
大阪市天王寺区 樹恵理
大阪市天王寺区 Brasserie Miel
大阪市天王寺区 草太
大阪市天王寺区 花咲み荼
大阪市天王寺区 つけ麺 雀 夕陽丘店
大阪市天王寺区 洋風居酒屋JINANBO
大阪市天王寺区 Chiara
大阪市天王寺区 ろばた焼 いそ六
大阪市天王寺区 アジアンバル glow
大阪市天王寺区 豚串焼 豚志
大阪市天王寺区 やまが
大阪市天王寺区 はじめ
大阪市天王寺区 すし市
大阪市天王寺区 Ｌｅ Ｒｏｎｄｅ Ｂｅａｕｓｅ
大阪市天王寺区 ｃａｆｅｂａｒ Ｌｅｇａｔｏ
大阪市天王寺区 まんまごよみ とみや
大阪市天王寺区 ワーク
大阪市天王寺区 杉本酒店
大阪市浪速区 つる川
大阪市浪速区 外灘紅緑灯 
大阪市浪速区 狸狸亭 なにわ元町店
大阪市浪速区 風来坊
大阪市浪速区 周記蘭州牛肉面
大阪市浪速区 嬉々わらまさ
大阪市浪速区 明日葉
大阪市浪速区 グッドナイト
大阪市浪速区 七宝麻辣湯
大阪市浪速区 浪速鶏から 北野屋
大阪市浪速区 イタリア処 ｔａｐｐａ
大阪市浪速区 ひろたか
大阪市浪速区 鉄板居酒屋 へらちょんぺ
大阪市浪速区 ＯＳＴＥＲＩＡ ＳＵＤＯ
大阪市浪速区 しゃかりき４３２ 難波元町店
大阪市浪速区 亮一
大阪市浪速区 笑心
大阪市浪速区 中華料理上海縁
大阪市浪速区 味家
大阪市浪速区 香港
大阪市浪速区 当志郎
大阪市浪速区 Mare Calmo
大阪市浪速区 えん
大阪市浪速区 浪花ひとくち餃子 チャオチャオなんば湊町店
大阪市浪速区 板前居酒屋ゆうや 木津まち横丁店
大阪市浪速区 RAJA
大阪市浪速区 星乃 新世界店
大阪市浪速区 焼肉 はらけん
大阪市浪速区 焼とん屋やまゆう
大阪市浪速区 フレンチバル ル・ポン
大阪市浪速区 BAR TARO
大阪市浪速区 大阪大勝軒 日本橋店
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大阪市浪速区 居酒屋 ちとも
大阪市浪速区 陽～ＨＩＮＡＴＡ～
大阪市浪速区 きりん寺 大阪総本店
大阪市浪速区 鉄板焼とワインと蕎麦つなぐ
大阪市浪速区 沖縄食堂 てぃんがーら
大阪市浪速区 ビストロスミレ
大阪市浪速区 牛全
大阪市浪速区 スタジオ・カフェ メイク
大阪市浪速区 ぢどり亭 難波２号店
大阪市浪速区 冷麺館
大阪市浪速区 うめきち
大阪市浪速区 かどや
大阪市東淀川区 ラーメン家族 上新庄店
大阪市東淀川区 千成寿司
大阪市東淀川区 入道
大阪市東淀川区 スナック あん
大阪市東淀川区 いちえ
大阪市東淀川区 辛口Ｌａｂ．
大阪市東淀川区 鮨 よね田
大阪市東淀川区 万福
大阪市東淀川区 韓一
大阪市東淀川区 居酒屋りんてん
大阪市東淀川区 イタリアンキッチン水島
大阪市東淀川区 中華ダイニング 茶々
大阪市東淀川区 ライオンカレー 淡路店
大阪市東淀川区 炭焼やきとり 大番
大阪市東淀川区 下町スタイル 麺・丼・定
大阪市東淀川区 Two hands
大阪市東淀川区 江南
大阪市東淀川区 カラオケスポットビクトリー
大阪市東淀川区 麺や斎とう/天狗庵
大阪市東淀川区 淀華
大阪市東淀川区 まんまる屋
大阪市東淀川区 勝男
大阪市東淀川区 ＳＡＫＥ ＷＯＲＫＳ ＧＡＫＵ
大阪市東淀川区 焼肉レストラン とらじ
大阪市東淀川区 マドンナ
大阪市東淀川区 富味苑
大阪市東淀川区 GRAND COLOR DAYS
大阪市東淀川区 すし･天ぷら め組
大阪市東淀川区 祥隆
大阪市東淀川区 スパゲティー処 いとや
大阪市東淀川区 居酒屋かっぱ
大阪市東淀川区 ＢＡＲ ＩＲＩＥ ＬＩＦＥ
大阪市東淀川区 手作りサンド はさみ
大阪市東淀川区 健康豚焼肉 豚元
大阪市東淀川区 ラーメン 一番
大阪市東淀川区 PON～ぽん～
大阪市東淀川区 お好み焼・鉄板焼 道頓堀どむす
大阪市東淀川区 一文銭
大阪市東淀川区 居酒屋 友
大阪市東淀川区 たこやん
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大阪市東淀川区 麺屋  ＬＵＣＫ ＰＬＵＣＫ
大阪市東成区 グラシアス
大阪市東成区 百万石
大阪市東成区 中島屋
大阪市東成区 株式会社 岡室商店
大阪市東成区 手打ちうどん，そば処 七福
大阪市東成区 手打ちのそばや 狐狸乃里
大阪市東成区 炭火焼肉キョロちゃん
大阪市東成区 鉄板 ダイニング だらけ
大阪市東成区 お好み焼 いとう
大阪市東成区 じゃんぼたこやき たっくん
大阪市東成区 森樹
大阪市東成区 四季旬菜 里山
大阪市東成区 焼鳥のさくら
大阪市東成区 俺のたこ焼 どん
大阪市東成区 居酒屋 ３５５
大阪市東成区 海力（かいりき）
大阪市東成区 大成屋
大阪市東成区 本格焼肉 八勝園
大阪市東成区 やよい軒鶴橋店
大阪市東成区 マルカツ
大阪市東成区 ひらの
大阪市東成区 揚子江ラーメン 緑橋店
大阪市東成区 玩具探偵
大阪市東成区 田村
大阪市東成区 凛花
大阪市東成区 ＪＥＲＫ ＭＡＮ
大阪市東成区 ＶＩＩＮＡ ＫＯＫＫＯ
大阪市東成区 勝ちゃん
大阪市東成区 鎭海物産
大阪市東成区 Ｄａｄａ Ｂａｒ
大阪市東成区 旨い料理 旨い酒 じょうじ
大阪市東成区 アル・イクシール 
大阪市東成区 Ｌａｒｋ
大阪市東成区 すし秀
大阪市東成区 キッチンむらうち
大阪市東成区 八剣伝 緑橋2号店
大阪市東成区 旬菜居酒屋凛
大阪市東成区 いか玉屋プラスα
大阪市東成区 Ｃａｆｅ Ｐｅｒｃｈｅ
大阪市東成区 中華アジアンバル玉造夜市
大阪市東成区 手羽の極
大阪市東成区 鳥いちもんめ
大阪市東成区 割烹風居酒屋 仲山
大阪市東成区 酒  ｔｏ ｃｕｒｒｙ アーチル
大阪市生野区 鶏屋将軍
大阪市生野区 ぢどり亭北巽店
大阪市生野区 ぷらっとtakoyaki
大阪市生野区 なんぞ屋
大阪市生野区 お好み焼 久
大阪市生野区 大熊猫堂
大阪市生野区 ＧＬＯＲＩＡ
大阪市生野区 味 豊旬
大阪市生野区 鶴橋 粉KONA
大阪市生野区 ＰＩＮＫ ＢＥＬＬ
大阪市生野区 望湘楼今里店
大阪市生野区 ヒダリマキ
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大阪市生野区 Ａ ＤＡＹ
大阪市生野区 ＦＲＩＬＬ
大阪市生野区 おでん食堂 藤原
大阪市生野区 うり坊
大阪市生野区 ＴＡＭＡＲＩ場
大阪市生野区 GoobneChicken 大阪鶴橋店
大阪市生野区 リーカラオケ
大阪市生野区 喜楽
大阪市生野区 カナアン
大阪市生野区 ヴィラージュ
大阪市生野区 焼鳥 及かわ
大阪市生野区 天浅
大阪市生野区 Ｂｒｉｌｌｉａｎｔ Ｂｒｅｅｚｅ
大阪市生野区 カレー倶楽部ルウ寺田町駅前店
大阪市生野区 来来亭 生野巽店
大阪市生野区 I n d i a n ＆ T h a i  R e s t a u r a n t P U J A
大阪市生野区 きずな
大阪市生野区 百億
大阪市生野区 壱
大阪市生野区 冷麺館
大阪市生野区 居酒屋 いちご家
大阪市生野区 メシヤ Ｋing
大阪市生野区 お好み焼き いろは
大阪市生野区 新豊年
大阪市生野区 Salon de アンジュ
大阪市生野区 中川屋酒店
大阪市生野区 一光
大阪市生野区 KENJI.cow
大阪市生野区 HI！CHEESE
大阪市生野区 ヨプトッポッキ（大阪店）
大阪市生野区 インド・ネパール料理 ビカシュー 
大阪市生野区 鉄板焼 ＭＵＤＤＹ
大阪市生野区 夢心家
大阪市生野区 しいたけ。
大阪市生野区 新楽井
大阪市生野区 しま
大阪市生野区 富士好
大阪市生野区 とりとり亭
大阪市生野区 山ぴーの店
大阪市旭区 春日
大阪市旭区 ごきげんさん
大阪市旭区 一粒万倍
大阪市旭区 プデチゲ家
大阪市旭区 ＪＯＹ風月・風の街 千林店
大阪市旭区 うどん 蔵十
大阪市旭区 小づち
大阪市旭区 ハッピー
大阪市旭区 musicarion（ムジカリオン）
大阪市旭区 ｂｉｓｔｒｏｔ Ｂ．Ｏ．Ｆ
大阪市旭区 たこ焼き ZiPANG
大阪市旭区 居酒屋 Ｍｅｍｏｒｉｅｓ ｏｆ Ｂｌｕｅ
大阪市旭区 喜さ遊
大阪市旭区 カフェ＆ランチ Ｔｅｔｏｒａ
大阪市旭区 万里
大阪市旭区 ＤＩＮＩＮＧ ＢＡＲ ＡＳ ＯＮＥ
大阪市旭区 鳳来
大阪市旭区 しめの里
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大阪市旭区 赤目すし
大阪市旭区 吉鳥 千林店
大阪市旭区 創作居酒屋ふぃーるど
大阪市城東区 ラサンブル
大阪市城東区 麺屋Rock
大阪市城東区 ＣＯＢ ｃｏｆｆｅｅ + ＢＡＲ
大阪市城東区 トト屋
大阪市城東区 とんかつ ひろ喜
大阪市城東区 わしん
大阪市城東区 はまとも
大阪市城東区 Ｂａｒ あんさんぶる
大阪市城東区 ＯＭＯ ｃａｆｅ′
大阪市城東区 九州かしわや関目店
大阪市城東区 成龍軒
大阪市城東区 鳥憲
大阪市城東区 インド料理レストラン ＲＡＮＩ
大阪市城東区 和菜うどん 快（かい）
大阪市城東区 よりみちBar まぶらい
大阪市城東区 宵な夜な倶楽部
大阪市城東区 イタリアン バール イゾラ
大阪市城東区 華翔
大阪市城東区 炭火焼肉 かよう亭
大阪市城東区 すえひろ
大阪市城東区 気まぐれたまやん
大阪市城東区 海南亭 緑橋店
大阪市城東区 芯かつ
大阪市城東区 ヨシナリのカリッ揚げ
大阪市城東区 よしまん味力亭
大阪市城東区 京橋 いなすい
大阪市城東区 もも家
大阪市城東区 立ち呑み じんや
大阪市城東区 おうち料理 樹香（このか）
大阪市城東区 ステーキ鉄板焼～自家製ソースのお店～たかひろ
大阪市城東区 優和酒家喜や
大阪市城東区 ハンプティ・ダンプティ
大阪市城東区 〇儲家
大阪市城東区 折鶴亭
大阪市阿倍野区 洋食 ふきのとう
大阪市阿倍野区 鶏颯
大阪市阿倍野区 天ぷら こざき
大阪市阿倍野区 おいしかよ
大阪市阿倍野区 ふくちゃん
大阪市阿倍野区 房風
大阪市阿倍野区 Ｂａｒ Ｆａｃｅ ｔｏ Ｆａｃｅ
大阪市阿倍野区 串カツ たつ屋
大阪市阿倍野区 キッチン まえだ
大阪市阿倍野区 焼とん じん家
大阪市阿倍野区 讃眞
大阪市阿倍野区 美章園 一番
大阪市阿倍野区 松寿司
大阪市阿倍野区 匠和
大阪市阿倍野区 カラオケステージ  VOICEONE
大阪市阿倍野区 和食京膳 髙はし
大阪市阿倍野区 bar＋appetizer bagus
大阪市阿倍野区 株式会社 大松
大阪市阿倍野区 ＧＡＲＡＫＵ
大阪市阿倍野区 中国料理 大新
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大阪市阿倍野区 ちゃぼ
大阪市阿倍野区 喫茶 とおりすぎてもいいんですか
大阪市阿倍野区 ｎｉｃｏ ｆｌｏｗｅｒ ｇａｒｄｅｎ 花屋＊カフェ＊ビストロ 
大阪市阿倍野区 けむたい家
大阪市阿倍野区 焼肉 肉兵衛
大阪市阿倍野区 からから屋 長居店
大阪市阿倍野区 阪南  更科
大阪市阿倍野区 スタンド富
大阪市阿倍野区 CLIP
大阪市阿倍野区 オオサカ堂
大阪市阿倍野区 洋風大衆居酒屋 たわわ
大阪市阿倍野区 ＲＯＣＫＴＯＷＮ
大阪市阿倍野区 whiskycat1494
大阪市阿倍野区 千里 しゃぶちん
大阪市阿倍野区 紀州備長炭やきとり がむしゃら
大阪市阿倍野区 吾作どん キューズ北店
大阪市阿倍野区 幸や
大阪市阿倍野区 ＢＡＲ ＭＹ  ＷＡＹ
大阪市阿倍野区 焼肉亭 昌山亭
大阪市阿倍野区 衣肖
大阪市阿倍野区 まいど
大阪市阿倍野区 焼き鳥居酒屋 吉鳥 昭和町店
大阪市阿倍野区 点心飯店
大阪市阿倍野区 鈴若
大阪市阿倍野区 入船温泉
大阪市阿倍野区 串揚げ はなおか
大阪市阿倍野区 茶琥屋 ヴィアあべのウォーク店
大阪市阿倍野区 焼鳥夜空に輝く光
大阪市阿倍野区 Ｂｅａｒｓ’ Ｋｉｔｃｈｅｎ
大阪市阿倍野区 アンク
大阪市阿倍野区 仲哉
大阪市阿倍野区 玄米カフェ sangmi
大阪市阿倍野区 西田辺厨房 たまて箱
大阪市阿倍野区 ｉｇｏｓｓｏ
大阪市阿倍野区 葡萄家まはり
大阪市阿倍野区 Cafe Mariquita
大阪市阿倍野区 パールズ
大阪市阿倍野区 炭焼ビギー
大阪市阿倍野区 BODEGA
大阪市住吉区 フェスタ
大阪市住吉区 IZAKAYAにょきにょき
大阪市住吉区 旬魚・旬菜 はん助
大阪市住吉区 栄来軒
大阪市住吉区 うぱさんのスパイスキッチン
大阪市住吉区 鮨旬魚彩きぐち
大阪市住吉区 炭火焼鶏 羽風
大阪市住吉区 地酒×ワインバル 慎
大阪市住吉区 カジュアル鉄板 四季
大阪市住吉区 笑来
大阪市住吉区 ｇｒｅｅｎ ｆｅｅｌ
大阪市住吉区 寒ざらしそば 芦生
大阪市住吉区 ビストロＢａｒ ｈａｎａ
大阪市住吉区 レストラン T
大阪市住吉区 焼肉 伊まりや
大阪市住吉区 つくしん坊
大阪市住吉区 ソウル
大阪市住吉区 ビゴット
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大阪市住吉区 和酒菜彩 ゆらり
大阪市住吉区 誠
大阪市住吉区 インド料理レストランSURAJ 長居店
大阪市住吉区 あじひと
大阪市住吉区 ＭＩＺＵＴＡＭＡ
大阪市住吉区 つるまる南住吉店
大阪市住吉区 あずま寿し
大阪市住吉区 風和里
大阪市住吉区 らーめん ごん
大阪市住吉区 やす兵衛
大阪市住吉区 snack まんま・みーあ
大阪市住吉区 中国小菜 双琉ーSOURYUー
大阪市住吉区 わいん酒場 SouRyu
大阪市住吉区 韓菜焼肉 双天
大阪市住吉区 幸富久
大阪市住吉区 カレーうどん たちばな
大阪市住吉区 お食事処 とくひろ
大阪市住吉区 さくら粉
大阪市住吉区 Ｐｕｒｅ Ｍｏｏｎ
大阪市住吉区 中華そば閃
大阪市住吉区 スパイスの隠れ家
大阪市住吉区 もんじゃ＆我孫子ワイン酒場 西屋
大阪市住吉区 炭匠 薫
大阪市住吉区 居酒屋 おいでや
大阪市住吉区 天ぷら 天雲
大阪市東住吉区 沖縄料理 八重山
大阪市東住吉区 鳥魚 おおしま
大阪市東住吉区 そばがき屋 ぐーちょきぱー
大阪市東住吉区 炭火やきとり Zen
大阪市東住吉区 のぼりや
大阪市東住吉区 季節料理 ふるもと
大阪市東住吉区 居酒屋 笑福
大阪市東住吉区 焼鳥専門店 ぺぇ
大阪市東住吉区 寿し処 とことん
大阪市東住吉区 こけし
大阪市東住吉区 MOMOHA
大阪市東住吉区 おそめ
大阪市東住吉区 ＢｏｎｈｅｕｒＫｉｔｃｈｅｎ長居公園
大阪市東住吉区 焼肉 仁家 針中野店
大阪市東住吉区 寿司繁
大阪市東住吉区 fudan
大阪市東住吉区 よかにせ
大阪市東住吉区 いおり
大阪市東住吉区 焼とり 居酒屋 鳥工房
大阪市東住吉区 旬彩ダイニングはんなり
大阪市西成区 千成寿司
大阪市西成区 ぎょうざや
大阪市西成区 だいちゃん
大阪市西成区 小百合
大阪市西成区 みるく
大阪市西成区 杏 樹
大阪市西成区 Revo
大阪市西成区 からし志寿司
大阪市西成区 光州園
大阪市西成区 わたしの焼肉屋
大阪市西成区 由美
大阪市西成区 鳥々家
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大阪市西成区 長寿園
大阪市西成区 ホイアン
大阪市西成区 薬味堂 
大阪市西成区 ほっこりだいにんぐ たけしの部屋
大阪市西成区 ブラック
大阪市西成区 ｓｅａｓｏｎ’ ｓ
大阪市西成区 連れん坊
大阪市西成区 山寿司
大阪市西成区 割烹 やす江
大阪市西成区 奈々
大阪市西成区 やまもと
大阪市西成区 ＢＥＥＲ ＫＩＴＣＨＥＮ Ｓｕｎ’ｓ
大阪市西成区 美波Ⅱ
大阪市西成区 タルタルーガ
大阪市西成区 居酒屋 サクランボ
大阪市西成区 カラオケ居酒屋 ゆづる
大阪市西成区 ホルモン中ちゃん
大阪市西成区 モトナカ酒舗
大阪市西成区 まこ
大阪市西成区 やなや
大阪市西成区 ぜん吉 花園店
大阪市西成区 からおけ 美
大阪市西成区 俺の出番
大阪市西成区 いっぽ
大阪市西成区 逢い居酒屋
大阪市西成区 しらたき
大阪市西成区 炭火焼鳥 とりだん 玉出店
大阪市西成区 美楽
大阪市西成区 らん姉妹
大阪市西成区 bistro&cafe  Anais
大阪市西成区 八トリ
大阪市西成区 微笑み
大阪市西成区 フレンド
大阪市淀川区 Indian Restaurant ＆ Bar NEW Hira
大阪市淀川区 ダイニングバBar グー
大阪市淀川区 鉄板焼のお店 １０２９
大阪市淀川区 のん兵衛
大阪市淀川区 旬彩 つむぎ
大阪市淀川区 ＢＡＲ ＴＲＥＡＳＵＲＥ
大阪市淀川区 都
大阪市淀川区 Ｎａｎｉｗａｙａ Ｃｕｒｒｙ
大阪市淀川区 楽園
大阪市淀川区 かに福
大阪市淀川区 豚中島南方
大阪市淀川区 博多もつ鍋 いしれい
大阪市淀川区 ラウンジ ｓｕａｖａ
大阪市淀川区 大阪ガーデンパレス和食堂 花綴
大阪市淀川区 串かつ まぁ～む
大阪市淀川区 カレーハウス ハニービー
大阪市淀川区 串カツとステキな料理 海ぼうず
大阪市淀川区 ＢＩＳＴＲＯ Ｓｏｒａ
大阪市淀川区 カフェ・グラード
大阪市淀川区 和心 山ゆう
大阪市淀川区 ＩＮＤＩＡ ＣＵＲＲＹ ＣＬＵＢ
大阪市淀川区 万長
大阪市淀川区 ＢＲＡＳＳＥＲＩＥ ＷＡＳＡＷＯ
大阪市淀川区 snack 悠
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大阪市淀川区 バール・イルソーレ
大阪市淀川区 お好み焼 玉
大阪市淀川区 犬小屋
大阪市淀川区 総本家 備長扇屋 三国駅前店
大阪市淀川区 ミラ マハル
大阪市淀川区 中野屋三代目 塚本駅前店
大阪市淀川区 丸三寿し
大阪市淀川区 ちゃっぴー亭
大阪市淀川区 JAPANESE ZEN STYLE 一作
大阪市淀川区 K  i  c  h  e  n  もと川
大阪市淀川区 けとばし屋チャンピオン 東三国店
大阪市淀川区 お好み焼き・鉄板焼き トン・トン・拍子
大阪市淀川区 魚屋スタンド ふじ
大阪市淀川区 しづ
大阪市淀川区 麺屋 隆勝
大阪市淀川区 コーヒーハウス キッシュ
大阪市淀川区 三道楽
大阪市淀川区 Ｂｏｎ’ ｎ’ Ｂｏｎ
大阪市淀川区 カリフォルニアカフェ
大阪市淀川区 炭火焼肉 ホルモンこてつ 塚本店
大阪市淀川区 炭焼やきとり鳥屋
大阪市淀川区 酒膳 ちろり
大阪市淀川区 Curryrant   金銀妖瞳
大阪市淀川区 三裕の館
大阪市淀川区 高崎流 クリエイティブキッチン 道場
大阪市淀川区 だしぼんず
大阪市淀川区 Ｐｏｒｋ ｋｉｔｃｈｅｎ おきとん
大阪市淀川区 山小屋
大阪市淀川区 カレーナンド スプーン
大阪市淀川区 ペコペコ
大阪市淀川区 鮮魚のほら穴
大阪市淀川区 カレーハウス五番館
大阪市淀川区 居酒屋 加悦
大阪市淀川区 とちじり
大阪市淀川区 カント・マリノ
大阪市淀川区 味千拉麺 新大阪店
大阪市淀川区 忠寿し
大阪市淀川区 オルタンシア ビストロ
大阪市淀川区 加島肉ビル 焼肉店
大阪市淀川区 room CAFE
大阪市淀川区 風林火山
大阪市淀川区 手打うどん 豊しげ
大阪市淀川区 炭火焼肉 萬福゜
大阪市淀川区 麺匠はなみち
大阪市淀川区 ラウンジ 友
大阪市淀川区 くしぼんず
大阪市淀川区 Ｃafe ＆ Ｂar Ｌounge Ｋoiki
大阪市淀川区 石焼き居酒屋 一歩
大阪市淀川区 海鮮・炉端おどりや
大阪市淀川区 家(ウチ)バル あzimi
大阪市淀川区 ｚｉｃｃｈａｎｎ
大阪市淀川区 いづつ
大阪市淀川区 鶏魚酒場 炭治郎
大阪市淀川区 旬鮮 銀 本店
大阪市淀川区 焼肉 大阪
大阪市淀川区 ＨＩＤＥ ＯＵＴ
大阪市淀川区 おいらのうどん しまちゃん
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大阪市淀川区 居酒屋・鉄板焼 える
大阪市淀川区 宝楽
大阪市淀川区 あみぃ～
大阪市淀川区 一寸亭
大阪市淀川区 串揚げ くしちゅう
大阪市淀川区 まかない
大阪市淀川区 リボン
大阪市淀川区 韓国石鍋 創作居酒屋 川田流 新大阪
大阪市淀川区 大杉製麺
大阪市淀川区 B.west
大阪市淀川区 桐麺
大阪市淀川区 喜多呂
大阪市鶴見区 焼肉 すみれ
大阪市鶴見区 カラオケKo2Ro
大阪市鶴見区 炉ばた焼 まいど
大阪市鶴見区 ハッケン酒場 放出駅前店
大阪市鶴見区 旬魚旬菜 つり宿
大阪市鶴見区 ととくら
大阪市鶴見区 食堂ペロ
大阪市鶴見区 和ちゃん
大阪市鶴見区 銀寿司
大阪市鶴見区 ＢＡＲ ＳＬＯＴＨ
大阪市鶴見区 旬彩屋 はっかく
大阪市鶴見区 炭火焼鳥とりだん鶴見店
大阪市鶴見区 笑い和い
大阪市住之江区 蕎麦と肴 温月
大阪市住之江区 メロディ
大阪市住之江区 創作バル BaFIT
大阪市住之江区 手羽先 チャンピオン
大阪市住之江区 笑平
大阪市住之江区 幸の鳥
大阪市住之江区 株式会社亀田酒店
大阪市住之江区 2525niconico
大阪市住之江区 串や 燻～ＫＡＯＲＵ～
大阪市住之江区 ドラム缶酒場 えぇかげん
大阪市住之江区 創作ダイニング りとむ
大阪市住之江区 玉出ぼてぢゅう住吉店
大阪市住之江区 ３代目たっとん亭ブラザーＳ’
大阪市住之江区 こうき屋
大阪市住之江区 池ゃ池ゃ 北加賀屋駅前店
大阪市住之江区 酒菜屋
大阪市住之江区 ＳＡＭＵＮＤＲＡ ＭＡＨＡＬ
大阪市住之江区 亀仙人。
大阪市住之江区 Ｎａｔｕｒａｌ ｃａｆｅ＆ｂａｒ ｍｏｆｕ ｍｏｆｕ
大阪市住之江区 味愛
大阪市住之江区 Bar 1959
大阪市平野区 すなっく Ｒ
大阪市平野区 まごころダイニング  金魚
大阪市平野区 やえがき
大阪市平野区 酒房 京
大阪市平野区 与助
大阪市平野区 Ａｓｉａｎ Ｄｉｎｎｉｎｇ ＆ Ｂａｒ Ｍａｃｈａｐｕｃｈａｒｅ
大阪市平野区 シェリーポート 長吉  たこ焼きがんちゃん
大阪市平野区 居酒屋 ふくろう
大阪市平野区 カフェ・ディ・エスプレッソ珈琲館
大阪市平野区 まんまり
大阪市平野区 酒肴屋
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大阪市平野区 万よし食堂
大阪市平野区 お好み焼 ほいきた
大阪市平野区 やきとり Hanzo
大阪市平野区 アジアン ダイニング レストラン＆バー ニューサティ
大阪市平野区 うどんそばなかむら
大阪市平野区 磯田屋
大阪市平野区 九十九亭
大阪市平野区 カラオケ ぷち
大阪市平野区 コリアンキッチン かっ喜
大阪市平野区 栄鮓
大阪市平野区 我流居酒屋  M's style
大阪市平野区 シューカ
大阪市平野区 かもまさ
大阪市平野区 呑み処 食べ処 えん
大阪市平野区 やきとり亭
大阪市平野区 焼肉 錦
大阪市平野区 串処 居呂八
大阪市平野区 靜
大阪市平野区 居酒屋 味錦
大阪市平野区 和風創作料理 雪月花
大阪市平野区 田舎寿司
大阪市北区 メンバーズ 和
大阪市北区 串かつ にしかわ
大阪市北区 まあめいど梅田店
大阪市北区 ラウンジ 瞳
大阪市北区 なりはん
大阪市北区 踊るうどん 梅田店
大阪市北区 三上遊船
大阪市北区 漁師酒場 あらき
大阪市北区 窯焼きステーキ 福田
大阪市北区 孝鮨
大阪市北区 ダイナー空亀
大阪市北区  刃
大阪市北区 八栄亭
大阪市北区 ラ・スピーゴラ
大阪市北区 おかだしょうてん
大阪市北区 麺や蓮と凜
大阪市北区 川添
大阪市北区 シャンパン&醤油BAR フルートフルート
大阪市北区 INDIAN RESTAURANT BAR BANJARA
大阪市北区 備長炭やきとり 坂上家
大阪市北区 Bar Avalon
大阪市北区 本気炭火焼鶏豆
大阪市北区 ｃｌｏｃｈｅｔｔｅ．８３
大阪市北区 ＲＵＢＢＥＲ ＳＯＵＬ
大阪市北区 Cumparsita
大阪市北区 Ten
大阪市北区 お好み焼き てんぐ
大阪市北区 餃子 立山
大阪市北区 お好み焼 とみや
大阪市北区 大野プチボヌール
大阪市北区 J．エポック
大阪市北区 バルバラマーケットプレイス 本店
大阪市北区 珈琲専門店 ＭＡＣ
大阪市北区 家庭料理 淀
大阪市北区 真気
大阪市北区 ハゲ天
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大阪市北区 ＮＡＮＡ，ＰＬＡＺＡ
大阪市北区 Ｄｉ ＰＵＮＴＯ桜橋店
大阪市北区 Ｒｏｊｉｕｒａ Ｃｕｒｒｙ ＳＡＭＵＲＡＩ．
大阪市北区 壮や
大阪市北区 炭味家
大阪市北区 浅野日本酒店
大阪市北区 サブウェイ 野菜ラボ グランフロント大阪店
大阪市北区 FEAST
大阪市北区 真っ赤ならーめんとまこ 大阪駅前第3ビル店
大阪市北区 本町製麺所 天 ルクア大阪店
大阪市北区 French Hana
大阪市北区 鮓 なか尾
大阪市北区 喫茶ラピーヌ
大阪市北区 魚屋 わらじ
大阪市北区 パイン・バー
大阪市北区 KURIA
大阪市北区 うどん 兎麦 umugi
大阪市北区 一天
大阪市北区 龍馬 本店
大阪市北区 Ｆｕｊｉｔａｋａ
大阪市北区 北新地 五鉄
大阪市北区 敲敲
大阪市北区 ＢＡＲ 際
大阪市北区 マルトメ・ザ・ジューサリー パフェテリア
大阪市北区 焼肉じゃけぇ 天六本店
大阪市北区 肉炭馨 和衷
大阪市北区 ＡＮ×ＫＡＲＡ ＺＯＮＥ－ＵＫ
大阪市北区 味家
大阪市北区 赤から梅田お初天神店
大阪市北区 たこ焼道楽わなか天四店
大阪市北区 錦厨 中華料理
大阪市北区 伊吹屋
大阪市北区 和ダイニング ゆめ咲小町
大阪市北区 Ｕ．Ｋ
大阪市北区 おざ和
大阪市北区 祭太鼓
大阪市北区 北新地 鉄板 けん
大阪市北区 月と太陽
大阪市北区 peter
大阪市北区 Ｃａｌｌａ
大阪市北区 福助
大阪市北区 神戸あぶり牧場
大阪市北区 天平
大阪市北区 日本料理 孝
大阪市北区 葛宝 GEBAO
大阪市北区 寿し よしむら
大阪市北区 たけちゃんうどん
大阪市北区 CRAFTROOM
大阪市北区 ガンジーカレー
大阪市北区 ＬａＬａ
大阪市北区 ＢＡＲ Ｓａｌｏｎ３９
大阪市北区 カフェ ブーレ
大阪市北区 咲 Bloom
大阪市北区 すし つむぎ
大阪市北区 一軒め酒場 お初天神店
大阪市北区 中々
大阪市北区 ＰＩＺＺＡ ＳＡＬＶＡＴＯＲＥ ＣＵＯＭＯ 梅田 ＆ Ｔｈｅ ＢＡＲ
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大阪市北区 nota
大阪市北区 Neighbor
大阪市北区 葉四季
大阪市北区 稲田酒店
大阪市北区 いっちゃん
大阪市北区 Ｍｅｍｂｅｒ’ｓ ＳＴＯＮＥ
大阪市北区 寿司処 まえ田
大阪市北区 SHOT BAR 2nd NOBU
大阪市北区 墨国回転鶏料理 ケ、リコ
大阪市北区 かよい
大阪市北区 スナック 桜島
大阪市北区 よし留
大阪市北区 Mother Womb
大阪市北区 瑠Ｓｉｏｎ ＭＥＭＢＥＲ’Ｓ
大阪市北区 山守屋
大阪市北区 ダイニングバー ルジュ
大阪市北区 そば処 更科
大阪市北区 glamorous
大阪市北区 中崎バール Ｓｗｉｔｃｈ
大阪市北区 Serendip
大阪市北区 Casa d’oro
大阪市北区 luv  wine
大阪市北区 Loungeねもふぃら
大阪市北区 立呑み処 和
大阪市北区 お好み鉄板焼 万き
大阪市北区 M a M a   I n d i a n   R e s t a u r a n t
大阪市北区 ボギー
大阪市北区 Kitchen Coto Coto
大阪市北区 グリル 光陽
大阪市北区 花様 西梅田店
大阪市北区 白鳳
大阪市北区 BAR PROGRESSO
大阪市北区 NOUVE 
大阪市北区 のえる山咲
大阪市北区 懐食 清水
大阪市北区 Ｂａｒ Ｍａｒ
大阪市北区 松屋
大阪市北区 咲咲
大阪市北区 グラシア
大阪市北区 焼肉 蔵人
大阪市北区 北新地 XACARA
大阪市北区 Via T.Tasso57
大阪市北区 台湾甜商店 
大阪市北区 煮干しらーめん玉五郎 北新地店
大阪市北区 小径
大阪市北区 ぶらんにゅう亭
大阪市北区 鉄板ステーキ 鐵
大阪市北区 Ｌｅ Ｃｈｉｅｎ
大阪市北区 正起屋
大阪市北区 圓石本店
大阪市北区 但馬屋
大阪市北区 まるせ
大阪市北区 ふぐ天神
大阪市北区 くろこ家
大阪市北区 遊神
大阪市北区 びんちょう焼き 八炭
大阪市北区 まん月

15 / 38 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3年3月17日公表分）

大阪市北区 ダルカン
大阪市北区 上月
大阪市北区 立ち呑み くにし
大阪市北区 とん 大阪駅前第３ビル店
大阪市北区 Bistro Champagne
大阪市北区 パイナップル
大阪市北区 Drunk Bears 
大阪市北区 APOLLON
大阪市北区 フェニックスバード
大阪市北区 900（ナインハンドレッド）
大阪市北区 愛志蔵
大阪市北区 鶏屋 六角鶏
大阪市北区 酒工房
大阪市北区 地魚屋台 とっつぁん 天六店
大阪市北区 Plumeria
大阪市北区 ブロス
大阪市北区 天満七福神 
大阪市北区 あうる
大阪市北区 立ち呑み たに
大阪市北区 アグー総本店 小野
大阪市北区 函館 函太郎
大阪市北区 salvis
大阪市北区 French Tapas&Wine le comptoir
大阪市北区 咲
大阪市北区 薪焼きジビエバル YAMAGOYA
大阪市北区 Ｂａｒ 曽根崎心空
大阪市北区 メゾンド 明子
大阪市北区 カルヴァドス
大阪市北区 炭焼と和酒 ひとしお
大阪市北区 ともかず商店
大阪市北区 奈美
大阪市北区 STAND UOZU
大阪市北区 宮川町水簾 北新地店
大阪市北区 正起屋
大阪市北区 ＳＡＫＥ ＤＩＮＩＮＧ ＦＵＪＩ
大阪市北区 ライラ
大阪市北区 お酒の美術館北新地店
大阪市北区 bar SARAVAH
大阪市北区 老松 六亭 
大阪市北区 つる家
大阪市北区 十年
大阪市北区 バー サンボア
大阪市北区 椿
大阪市北区 ニュートバコ
大阪市北区 ZEN
大阪市北区 ひよこ
大阪市北区 茂楽樹
大阪市北区 ｐａｒａ－ｄｉｃｅ
大阪市北区 やまがそば
大阪市北区 小粋家庭料理 きくの
大阪市北区 炭焼き専門 ひととき 堂山店
大阪市北区 コロンボ
大阪市北区 Ｇｏｌｆｅｒ’ｓ ｃｌｕｂ Ｊ
大阪市北区 アリスアリア
大阪市北区 charmer
大阪市北区 すし たな町
大阪市北区 ひろ菜
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大阪市北区 アリサ
大阪市北区 あみ焼き みよし
大阪市北区 ＢＡＲ Ｐｅｒｃｈ
大阪市北区 Ｂａｒ Ｈａｎｇ Ｏｎ
大阪市北区 Magche（マグシェ）
大阪市北区 ＥＶＥＲＥＳＴ ＴＡＮＤＯＯＲＩ Ⅰ
大阪市北区 想ひ結
大阪市北区 銀杏
大阪市北区 Bar 34
大阪市北区 英國館倶楽部
大阪市北区 テンマ スタンド コバチ
大阪市北区 Labo
大阪市北区 揚子江ラーメン 阪急東通り店
大阪市北区 あわとく
大阪市北区 こてっぱん
大阪市北区 天満産直市場
大阪市北区 キュニエット
大阪市北区 ブラッキー
大阪市北区 バー  黒猫
大阪市北区 乾坤一擲
大阪市北区 eX
大阪市北区 和 Bistro 綱
大阪市北区 ＣＯＶＯＪＥＡＮ
大阪市北区 Bar  C－covo 
大阪市北区 吟作
大阪市北区 焼鳥 にのや
大阪市北区 くらぶ 蓮
大阪市北区 あじゅ
大阪市北区 信州そば（中崎店）
大阪市北区 まんねん
大阪市北区 11点
大阪市北区 ｕｒａｌｏｂｂｙ
大阪市北区 ダイヤモンド ビリヤニ
大阪市北区 ブラックムース
大阪市北区 憩酒屋 まぁる
大阪市北区 炭火焼肉 牛角 梅田お初天神店
大阪市北区 Ｂａｒ パノラマ島
大阪市北区 ＨＡＩＫＵ ＣＯＦＦＥＥ ＲＯＡＳＴＥＲＳ
大阪市北区 中華ダイニング ザイロン
大阪市北区 食べ呑み処５４（タベノミドコロコシ）
大阪市北区 スナック OZ
大阪市北区 鮨 瀧本
大阪市北区 ＢＡＲ ＲＯＳＥ Ｌｏｕｎｇｅ
大阪市北区 bar moonwalk 梅田東通り店
大阪市北区 おごっちsou
大阪市北区 千万喜
大阪市北区 Glam
大阪市北区 東春閣 
大阪市北区 鶏屋 Jizo
大阪市北区 酒と魚とオトコマエ食堂
大阪市北区 Pensee
大阪市北区 Ｌｏｕｎｇｅ Ｃｈｉｒｐ
大阪市北区 Bar サンドリオン
大阪市北区 日本料理 大和屋さんげん
大阪市北区 ミニマム
大阪市北区 KOKORO
大阪市北区 ひろ将
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大阪市北区 焼肉酒家牛角 梅田阪急東通り店
大阪市北区 炭割烹 誉
大阪市北区 旬焼きＢａｒ 灯こ
大阪市北区 居酒屋 ひなせ
大阪市北区 sfida
大阪市北区 炭火焼 ステーキ岡田
大阪市北区 桜橋 深川
大阪市北区 炉禅／まきんしゃい
大阪市北区 串かつ 生野
大阪市北区 水庵
大阪市北区 ｒｉｃｃｏ ｅ ｂｅｌｌｏ
大阪市北区 肉彩 一歩
大阪市北区 カレーの店 ピヨ
大阪市北区 焼鳥×バール ｔｏｒｉｃｏ３５８
大阪市北区 北新地 すし まつむら
大阪市北区 ふくしま 炉談
大阪市北区 サダクロ
大阪市北区 はなたれ
大阪市北区 ｋｉｅｆｅｌ ｃａｆｅ ｄｉｎｉｎｇ ３２番街店
大阪市北区 〔駄菓子食べ放題〕 放課後駄菓子バーＡ－５５ 大阪梅田店
大阪市北区 鮨 わきた
大阪市北区 Le chemin
大阪市北区 cafePLAYSNICE
大阪市北区 魚場 春夏秋冬
大阪市北区 TENDON あさひ
大阪市北区 和牛の壺 やまむら
大阪市北区 Ristorante 迫
大阪市北区 シュバルージュ
大阪市北区 サンドイッチマン
大阪市北区 居酒屋 ＫＥＮＮＹ
大阪市北区 脇田屋
大阪市北区 ニューナンバーワン
大阪市北区 GUFO－Bianco 
大阪市北区 春雨
大阪市北区 お好み焼 はな
大阪市北区 ひもの野郎
大阪市北区 ユカイロ。。
大阪市北区 串揚げ 和や
大阪市北区 ＷＨＹ ＫＮＯＴ
大阪市北区 玄品 天満
大阪市北区 チャイニーズ レストラン 三好
大阪市北区 花こよみ
大阪市北区 bar Hotaru
大阪市北区 ルージュ
大阪市北区 二階のはま田
大阪市北区 春
大阪市北区 中華居酒屋 女児紅
大阪市北区 フェリシテ
大阪市北区 中国郷菜館 大陸風
大阪市北区 食堂燈
大阪市北区 パンテール
大阪市北区 6cafe
大阪市北区 亀すし総本店
大阪市北区 がんこ寿司阪急三番街店
大阪市北区 しょくさい 花器楽
大阪市北区 真波炉 - Ｍａｈａｌｏ -
大阪市北区 ジム・マッキュワンバー
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大阪市北区 バグース
大阪市北区 蒼い月1969
大阪市北区 ｓａｌｏｎ・ｄｅ なな子
大阪市北区 ザ・ダイニング カンパーニュ ワイン酒場
大阪市北区 熟成とんかつマンマカリー
大阪市北区 澪和
大阪市北区 珍竹
大阪市北区 板前割烹 市橋
大阪市北区 和彩厨房 KATURA
大阪市北区 ゆーＣＡＦＥ
大阪市北区 Ｋｉｔｃｈｅｎ Ｂａｒ Ｎｏёｌ
大阪市北区 鉄板串バル 鉄平
大阪市北区 うな次郎
大阪市北区 鳥仙 天六店
大阪市北区 ＢＡＲ ＡＳＵＫＡ
大阪市北区 アナログBar Jamboree
大阪市北区 コスモス
大阪市北区 VIN de VIN
大阪市北区 ひろかずや
大阪市北区 海鮮・鉄板焼 やまちゃん
大阪市北区 ＵＭＥＤＡ ＣＡＦＥ＆ＢＡＲ ルポゼ
大阪市北区 Nooopy
大阪市北区 日本料理 かが万
大阪市北区 赤白  コウハク  ホワイティ梅田店
大阪市北区 ＷＯＷ
大阪市北区 スリール
大阪市北区 Ｖｉｌｌａｇｅ
大阪市北区 鬼やんま。
大阪市北区 エデンの東
大阪市北区 山ぶた
大阪市北区 金彩～KinIro～
大阪市北区 ふくろうの集うカフェＱｕｉｌｌ
大阪市北区 SOLVIVA 梅田店
大阪市北区 ママーン のこ
大阪市北区 器楽ダイニング π
大阪市北区 Aｔｏｕｔ   堂島
大阪市北区 やきとり またたび
大阪市北区 nao's place
大阪市北区 北新地 たゆたゆ
大阪市北区 秀島
大阪市北区 ちょっと ながやま kitashinchi
大阪市北区 カラオケステージ
大阪市北区 小料理 和
大阪市北区 さぬきうどん 四國屋
大阪市北区 すし乾山
大阪市北区 けむパー
大阪市北区 TOSSY
大阪市北区 肉匠 みつ平
大阪市北区 Ｚｉｐ
大阪市北区 島豚にこだわったしゃぶしゃぶ屋さん 一豚
大阪市北区 老松割烹・あ・うん
大阪市北区 北新地 魚菜 まさ志
大阪市北区 笑福 梅田店
大阪市北区 市岡45
大阪市北区 momo
大阪市北区 クラブ岩﨑
大阪市北区 焼肉弌
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大阪市北区 スタンドbasue
大阪市北区 サロンカフェ 零
大阪市北区 玄座
大阪市北区 はまぐり庵 吉祥別邸
大阪市北区 小料理Barあまの
大阪市北区 ミュージックラウンジ・ラサ
大阪市北区 韓バル イチサン
大阪市北区 ワイン＆世界の酒 北京
大阪市北区 foryou
大阪市北区 BAR 華
大阪市北区 Winey
大阪市北区 ひろ乃
大阪市北区 麻雀クラブDAIWA
大阪市北区 蕎麦と地酒どんぐり
大阪市北区 末広
大阪市中央区 立呑 丑寅
大阪市中央区 未山
大阪市中央区 AM ボルゾー
大阪市中央区 MONE OSAKA
大阪市中央区 肉と魚和バル八
大阪市中央区 CURU２
大阪市中央区 炭火焼 鳥清
大阪市中央区 コルダ食堂
大阪市中央区 クミン
大阪市中央区 日本料理 大江
大阪市中央区 なにわ麺次郎
大阪市中央区 歌丸
大阪市中央区 Louisiana Cafe（ルイジアナ カフェ）
大阪市中央区 ヘルシー焼肉 八六
大阪市中央区 情
大阪市中央区 まんぷく市場 ふぐ安 宗右衛門町店
大阪市中央区 寿司 いろはや
大阪市中央区 なごみ
大阪市中央区 ＨＡＫＵ
大阪市中央区 ルサンク
大阪市中央区 ステーキランチ Times
大阪市中央区 イタリアンバル＆グリル センバキッチン
大阪市中央区 叙々苑 游玄亭 ホテルニューオータニ大阪店
大阪市中央区 備長炭やきとり ＳＡＳＡＹＡ
大阪市中央区 HAJIMARU
大阪市中央区 Ｂａｒ Ｊａｃｋ
大阪市中央区 やまのや市場
大阪市中央区 二和鳥
大阪市中央区 D2 Music Bar
大阪市中央区 きよ助
大阪市中央区 ハロン
大阪市中央区 電脳酒ＢＡＲ ＣＹＢＥＲ ＤＲＵＮＫＥＲＳ ＴＵＡＬ－ＯＮ
大阪市中央区 焼肉 さかもと
大阪市中央区 九州らーめん亀王 難波ＮＧＫ店
大阪市中央区 Vivacchus
大阪市中央区 鉄板焼 道とん堀 大阪本店
大阪市中央区 串かつじゃんじゃん道頓堀
大阪市中央区 難波 串カツ 本店
大阪市中央区 Pascal
大阪市中央区 ませんか
大阪市中央区 ＡＺＡ－ＳＵ
大阪市中央区 幸や
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大阪市中央区 濃厚中華そばよし田
大阪市中央区 ippon
大阪市中央区 ＧＯＫＯＵ ＳＴＡＮＤ ＢＡＲ
大阪市中央区 焼肉屋 大牧場 ( 中華食堂) 淀屋橋店
大阪市中央区  六明閣
大阪市中央区 上田屋
大阪市中央区 洋食屋ふじ家
大阪市中央区 Cinghial
大阪市中央区 和牛焼肉 大志
大阪市中央区 中華料理 純華楼
大阪市中央区 ハブ・なんば ダ・オーレ店
大阪市中央区 とり鹿
大阪市中央区 （肴）日本酒処 力鯱
大阪市中央区 萬時
大阪市中央区 Ｌｉｖｉｎｇ まき
大阪市中央区 スナック さやねえ
大阪市中央区 黒門屋らーめん
大阪市中央区 島之内フジマル醸造所
大阪市中央区 中国料理晴華
大阪市中央区 美菜莉
大阪市中央区 本町製麺所
大阪市中央区 味処 松楽
大阪市中央区 朱歌酒尊Sunny
大阪市中央区 とうりえん
大阪市中央区 ルーナ
大阪市中央区 花道
大阪市中央区 ＧａｍｍｅｄＣａｆｅ
大阪市中央区 すし工房 すし吉
大阪市中央区 大衆食堂ヒザコシ
大阪市中央区 北浜土山人
大阪市中央区 すし萬
大阪市中央区 5（ファイブ）
大阪市中央区 和鮮酒庵 やなぎ
大阪市中央区 北浜 うえ田
大阪市中央区 COLZA
大阪市中央区 まる 大手前店
大阪市中央区 手話ラウンジ きみのて
大阪市中央区 カフェソラーレ心斎橋御堂筋店
大阪市中央区 ＳＡＬＯＮ ＢＡＲ ＮＥＲＯ
大阪市中央区 御膳火鍋
大阪市中央区 し奈川
大阪市中央区 ワイン酒屋 mista
大阪市中央区 ササキ
大阪市中央区 串揚げ かしむら
大阪市中央区 野の葡萄 大阪心斎橋店
大阪市中央区 逸香園
大阪市中央区 大阪キャッスルホテル レストラン リヴィエール
大阪市中央区 くいもん屋 いっとく
大阪市中央区 心ちや
大阪市中央区 三よ志
大阪市中央区 リズール
大阪市中央区 ゆう亭
大阪市中央区 Ｂａｒ Ａ(え～)物語
大阪市中央区 大衆酒場 ぴたり 東心斎橋店
大阪市中央区 やき亭 ぼ～の
大阪市中央区 BAR SALON BLINK
大阪市中央区 ＢＡＲ Ｐｒｅｇｏ
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大阪市中央区 ＮＧ
大阪市中央区 イタメシヤ フジ
大阪市中央区 MOCHA
大阪市中央区 ストリーム
大阪市中央区 ほたる
大阪市中央区 牛小屋
大阪市中央区 Club Seasons
大阪市中央区 ステーキ食堂Ｌａｍｐ
大阪市中央区 ラウンジ 儂來
大阪市中央区 割烹 京
大阪市中央区 アジアン居酒屋じゅじゅ
大阪市中央区 ぴょん吉
大阪市中央区 Hachi Rou
大阪市中央区 ＲＯＵＴＥ94
大阪市中央区 月のなか
大阪市中央区 ｔａｍｕｔａｍｕｃａｆｅ
大阪市中央区 山のしずく  旬菜家
大阪市中央区 イタリアンダイニング BARACCA
大阪市中央区 Bar 6 six
大阪市中央区 つかもと
大阪市中央区 餃子王
大阪市中央区 島酒飯店 しまんちゅ食堂
大阪市中央区 こてつ家
大阪市中央区 三代目 鳥メロ 難波 道頓堀店
大阪市中央区 人生夢路 徳麺
大阪市中央区 Havana
大阪市中央区 串料理 お惣菜 たまき
大阪市中央区 まるふ食堂
大阪市中央区 プロント 安土町店
大阪市中央区 ラブワイン なんば店
大阪市中央区 BAR BIANCA
大阪市中央区 モスバーガー 北浜店
大阪市中央区 夢ぼうず
大阪市中央区 ラウンジ蟻
大阪市中央区 ｃａｆｅ＆ｂａｒ Ｃｈａｒｇｅ
大阪市中央区 ラウンジ ＦＯＲＥＶＥＲ
大阪市中央区 立ち呑み処 ヒゲ
大阪市中央区 魚屋ひでぞう天満橋店
大阪市中央区 日本酒とお魚きっちん 祐星
大阪市中央区 串あげ あんこ
大阪市中央区 イタリアン・トマトカフェジュニア なんばウォーク店
大阪市中央区 炉ばた焼 関
大阪市中央区 ニューツルマツ
大阪市中央区 天乃江
大阪市中央区 アノニマス
大阪市中央区 ｃｏ．ワイン
大阪市中央区 れすとらん 源ちゃん
大阪市中央区 ワイン倶楽部 本多
大阪市中央区 ゴンチャ ekimoなんば店
大阪市中央区 ながおかキッチン
大阪市中央区 禁煙立呑み しば犬
大阪市中央区 ＲＯＡＳＴＥＲＳ ＣＯＦＦＥＥ
大阪市中央区 魚屋ひでぞう 別館
大阪市中央区 Ｂａｒ ｍｏｏｎ ｗａｌｋ なんば店
大阪市中央区 ソウル
大阪市中央区 colors
大阪市中央区 天ぷら たろじろう
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大阪市中央区 ひまわり
大阪市中央区 寿司barえびやん
大阪市中央区 沖縄創作料理 琉宮
大阪市中央区 みまた
大阪市中央区 ＣＬＵＢ Ｓａｒａ
大阪市中央区 聚香園
大阪市中央区 本家とらちゃん 法善寺横丁店
大阪市中央区 蒼彩
大阪市中央区 天ぷら酒場「天ぷらＹ」心斎橋
大阪市中央区 ＧＲＩＬＬ ＲＯＣＫＹ
大阪市中央区 律
大阪市中央区 いろり庵 難波店
大阪市中央区 魚肴 しま田
大阪市中央区 Steak House よし田
大阪市中央区 bar shhh...
大阪市中央区 トライアンフ！
大阪市中央区 ＳＰＯＲＴＳ ＢＡＲ ＹＥＳ
大阪市中央区 Ｍｒ．ＨＯＮＤＡ
大阪市中央区 奏
大阪市中央区 らんらんルー
大阪市中央区 焼鳥屋 和座わざ
大阪市中央区 ＡＧＵＡ ＭＡＬＡ
大阪市中央区 鮨うちやま
大阪市中央区 立ち呑み処 小町
大阪市中央区 ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ＆ＢＡＲ ＴＡＮＩＱ ＵＥ
大阪市中央区 備長串屋わたる 難波本店
大阪市中央区 らんぷ屋
大阪市中央区 大衆酒場ひらやま
大阪市中央区 mini 鳥舞台
大阪市中央区 かくれ庵 まるいち
大阪市中央区 ニュメロ ドゥ
大阪市中央区 道産っ子
大阪市中央区 こころ
大阪市中央区 畑の食堂 ＮＡＴＵＲＡ
大阪市中央区 鐘鳥 上本町店
大阪市中央区 慧
大阪市中央区 ステーキ・鉄板焼 素敵館
大阪市中央区 北京飯店
大阪市中央区 酒肴とお惣菜 じこん
大阪市中央区 居酒屋 きのこ
大阪市中央区 ロシナンテ
大阪市中央区 千日前 えん
大阪市中央区 雪之丞
大阪市中央区 五郎寿し 心斎橋店
大阪市中央区 あ〇い（葵）
大阪市中央区 みらく
大阪市中央区 チョイス
大阪市中央区 喜多郎寿し
大阪市中央区 花よし
大阪市中央区 ＢＨＡＴＴＩ
大阪市中央区 酒堂 庶
大阪市中央区 上等カレー・平野町店
大阪市中央区 食飲個室空間 SUMILE ～菫～
大阪市中央区 Ｓａｌｕｔｅ
大阪市中央区 酒・肴・旬菜 おかちゃん
大阪市中央区 スナック根っ子
大阪市中央区 Ｂａｒ ＩＳＴＡ
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大阪市中央区 Live Bar SPOT 
大阪市中央区 天寿
大阪市中央区 岸上
大阪市中央区 すし 季節料理 鼓太郎
大阪市中央区 Onfleek
大阪市中央区 アガッタ！
大阪市中央区 いっちょう
大阪市中央区 ホルモン・バックドロップ
大阪市中央区 こころ
大阪市中央区 ご馳走家 ＧＯＴＴＩ
大阪市中央区 韓国料理専門店 明洞
大阪市中央区 Naga～n cucina italiana
大阪市中央区 笑日志
大阪市中央区 旬鮮居酒屋 異彩
大阪市中央区 MAMAチャイニーズレストラン
大阪市中央区 しんか
大阪市中央区 食彩 きど
大阪市中央区 お食事処 こころ
大阪市中央区 まるのみ
大阪市中央区 spice house カリーノアトリエ
大阪市中央区 しあわせのらーめんミゥ
大阪市中央区 クンテープ
大阪市中央区 Republique
大阪市中央区 新幸梅
大阪市中央区 Flyway
大阪市中央区 極楽辣膳(谷町四丁目店)
大阪市中央区 MixBarEviL
大阪市中央区 Simple
大阪市中央区 和んだフル
大阪市中央区 美津富
大阪市中央区 Ｒｅｄ Ｒｏｃｋ
大阪市中央区 立ち呑み毘
大阪市中央区 法善寺横丁 誠太郎
大阪市中央区 桃酔
大阪市中央区 Lounge Polaris
大阪市中央区 法善寺横丁 やき然
大阪市中央区 nidomi
大阪市中央区 レストラン マイドーム
大阪市中央区 XoXo Melinda
大阪市中央区 路地うら酒場 とんぼ
大阪市中央区 鳥しん
大阪市中央区 ガンプラバー・アイオライト
大阪市中央区 鮨 はや田
大阪市中央区 Ｇｒａｎｄｒｏｃｈｅｒ
大阪市中央区 松屋うどん
大阪市中央区 ちょっと。
大阪市中央区 食彩と縁 小森
大阪市中央区 Bar Chula
大阪市中央区 炭火とワイン なんば店
大阪市中央区 おかず居酒屋 くう
大阪市中央区 鉄板焼きとおばんざいの店 朱酒 ＳＨＵＳＨＵ
大阪市中央区 たこやき王子 
大阪市中央区 いこい
大阪市中央区 コーヒーハウス ケニア
大阪市中央区 鶏プラザ中野くん
大阪市中央区 菜根譚 律
大阪市中央区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 中央区谷町七丁目店
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大阪市中央区 ひな鶏唐揚 新次郎
大阪市中央区 哀酔酒町 ＲＯＵＴＥ路地裏
大阪市中央区 炉端や 炭寅
大阪市中央区 Ｂａｒ 喫酒箱
大阪市中央区 おでん すみ吉 心斎橋
大阪市中央区 吟酒海楽 和
大阪市中央区 はせどん
大阪市中央区 ベアート
大阪市中央区 初かすみ酒房
大阪市中央区 吟
大阪市中央区 ＮＵＬＬ
大阪市中央区 堺筋 幸作
大阪市中央区 谷町のお母さんのお店 焼き焼きまま屋
大阪市中央区 道頓堀くくる
大阪市中央区 ヒルマン
大阪市中央区 oh！My  Steak
大阪市中央区 大衆酒場 ジョージ
大阪市中央区 Ｈａｒｉｋｅｎ Ｋｉｔｃｈｅｎ
大阪市中央区 ニタカリバンチャ
大阪市中央区 ラディッシュ
大阪市中央区 松光庵
大阪市中央区 得正 平野町４丁目店
大阪市中央区 南庭
大阪市中央区 炭火焼料理専門店 和元
大阪市中央区 ＣＡＦＥ ＢＩＮＴＡＮＧ
大阪市中央区 井筒
大阪市中央区 花やしき
大阪市中央区 やま吟 
大阪市中央区 ｓｕｐｅｒｊａｐ
大阪市中央区 海鮮屋台 新鮮組 船場店
大阪市中央区 Ｇａｎｅｓｈ Ｃａｆｅ
大阪市中央区 おばんざいときしめん 鯱～しゃちほこ～
大阪市中央区 寿司 たいすけ
大阪市中央区 ばるぼらCAFE
大阪市中央区 238（フミヤ）
大阪市中央区 ほおずき
大阪市中央区 Mirch Masala
大阪市中央区 達八
大阪市中央区 笑楽館
大阪市中央区 C Flat
大阪市中央区 バー アヴァロン
大阪市中央区 天宝
大阪市中央区 中津川
大阪市中央区 美少女酒場じゅげむ
大阪市中央区 Ｋｕｒｏｈｉｇｅ
大阪市中央区 月光仮面
大阪市中央区 豚ピョラク
大阪市中央区 船場丹丹
大阪市中央区 坊主Ｂａｒ Ｗａｔａｎｕｋｉ
大阪市中央区 Ｂａｒ Ｃａｃｔｕｓ
大阪市中央区 小料理天秤棒
大阪市中央区 CUCINA MAGGIO
大阪市中央区 谷町百番
大阪市中央区 ＡＲＯＭＡ
大阪市中央区 こより
大阪市中央区 日本料理 滴
大阪市中央区 麺乃庄つるまる饂飩堺筋店
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大阪市中央区 すし処 松本
大阪市中央区 Korean Kitchen うり食堂
大阪市中央区 ジョニーのからあげ
大阪市中央区 お好み焼き・鉄板焼き 蓮
大阪市中央区 AMAZON天尊
大阪市中央区 ＢａｒＪｕｓｔ Ａ Ｌｉｔｔｌｅ ｂｉｔ 東店
大阪市中央区 炭火焼肉 心斎
大阪市中央区 あしかり
大阪市中央区 炭火焼肉 弁慶
大阪市中央区 ｇｒａｍ 心斎橋本店
大阪市中央区 イタリア食堂 Ｑ．T．８ ＋
大阪市中央区 串串
大阪市中央区 和惣酎房 田楽庵
大阪市中央区 久実家
大阪市中央区 ベトナムレストランカフェ CAMON
大阪市中央区 小料理 北富士
大阪市中央区 Craft Beer GULP
大阪市中央区 おばんざい酒場にいやま
大阪市中央区 RABBIT HUTCH 
大阪市中央区 酒房 大阪屋
大阪市中央区 鳥魚 宗右衛門町店
大阪市中央区 Magic Bar CARD SHARK
大阪市中央区 カナル
大阪市中央区 bar gattina
大阪市中央区 青葉らあめん ほんまもん屋
大阪市中央区 ＢＡＲ 国友 
大阪市中央区 壱歩
大阪市中央区 洋食Matsushita
大阪市中央区 絵本BAR ガブ
大阪市中央区 串天ぷらとワインと焼酎のお店きいろ
大阪市中央区 Ｃｌｕｂ ＢＲＥＡＫ
大阪市中央区 牛タン料理Jyujyu
大阪市中央区 麺や恵
大阪市中央区 サンジェルマン
大阪市中央区 焼肉AG
大阪市中央区 ＴＲＥＳＯＲ
大阪市中央区 バールダダ
大阪市中央区 ひもの野郎
大阪市中央区 UZU
大阪市中央区 酒呑総合窓口 スラッシュ
大阪市中央区 m e z a
大阪市中央区 サカホン酒場
大阪市中央区 粉味屋
大阪市中央区 焼肉優駿
大阪市中央区 佑美
大阪市中央区 Ｂａｒ Ｓｉｐ
大阪市中央区 愉崇
大阪市中央区 たけ坊
大阪市中央区 大衆酒場 万祭
大阪市中央区 KUDOS
大阪市中央区 トスンイ
大阪市中央区 あし邊
大阪市中央区 ＥＬＥＶＥＮ
大阪市中央区 フランス料理の店 クードポール
大阪市中央区 てんぷら市場
大阪市中央区 ルポンドシエル
大阪市中央区 どうとんぼりぜん
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大阪市中央区 湖陽樹
大阪市中央区 まつぼっくり
大阪市中央区 そのだや八万 
大阪市中央区 梅乃宿 温酒場
大阪市中央区 うらうら
大阪市中央区 甘蘭牛肉麺
大阪市中央区 牧水
大阪市中央区 串かつやん！
大阪市中央区 銀彩
大阪市中央区 炭火串焼 市
大阪市中央区 孫七
大阪市中央区 肉ざんまい
堺市堺区 新月
堺市堺区 どんぐり
堺市堺区 あっと勇馬
堺市堺区 Ｄｅａｒｅｓｔ ｙｏｕ
堺市堺区 焼肉 龍
堺市堺区 Lounge Soleil
堺市堺区 レストランハウス カルト
堺市堺区 つけうどん かれーうどん 鍋 ゆでぞう
堺市堺区 中華料理 桃源
堺市堺区 ジャンボ寿司魚竹
堺市堺区 焼肉 紅梅園
堺市堺区 沖縄料理 あだん
堺市堺区 なご海
堺市堺区 洋食 黒毛和牛肉料理 びもん
堺市堺区 やきとり大吉 堺東店
堺市堺区 トラットリア Ｔｉｂｉ
堺市堺区 蛸壺
堺市堺区 多聞
堺市堺区 ピッコロ．カプリーチョ
堺市堺区 DREAM
堺市堺区 とりや笑平
堺市堺区 かふか
堺市堺区 鳥俊
堺市堺区 焼鳥 城
堺市堺区 CRaNE
堺市堺区 スナックウィル
堺市堺区 中華料理 ふあんてん
堺市堺区 堺塩元帥
堺市堺区 スナック炎 ( ほのお)
堺市堺区 鳥よし
堺市堺区 韓国料理 チャングム
堺市堺区 美々
堺市堺区 ヨンス
堺市堺区 居酒屋 蔵屋敷 堺駅南口店
堺市堺区 八剣伝 浅香山駅前店
堺市堺区 ラウンジ 笑娜以
堺市堺区 Club Rain
堺市堺区 酒菜 やまと
堺市堺区 HAPPY BIRTHDAY
堺市堺区 鮨匠 津田
堺市堺区 笑‐ｅｍｉ‐
堺市堺区 鷄信玄
堺市堺区 伊万里
堺市堺区 いっそん
堺市堺区 鉄板酒場 CANTARO
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堺市堺区 寺地町酒場
堺市堺区 三代目 わっしょい
堺市堺区 trattria Rana Luna
堺市堺区 けさらん
堺市堺区 居酒屋 無花果
堺市堺区 八剣伝 三国ヶ丘店
堺市堺区 かつらぎ
堺市堺区 ひびこれ
堺市中区 酒と料理と笑顔の酒場 一心一笑
堺市中区 らーめん 五麺八舎
堺市中区 とり王
堺市中区 石樽
堺市中区 888屋
堺市中区 焼き鳥 壱歩
堺市中区 SNACK Diva
堺市中区 大吉百舌鳥東店
堺市中区 天音
堺市中区 ぷく＊ぷく
堺市中区 和牛焼肉・生ホルモン 餐亭
堺市中区 ＴＨＥ 石原ラ軍団
堺市中区 しゃぶしゃぶ みなみ
堺市中区 ぢどり庵
堺市東区 肉料理 魚料理 ひぐち
堺市東区 モカ
堺市東区 まりん
堺市東区 花花
堺市東区 ニュータージマハルエベレスト
堺市東区 肉バル オレンジ
堺市東区 Johnny Bar
堺市東区 欧風ダイニング Ｔａｎｔｏ
堺市東区 Ｌａ ｃｕｃｉｎａ ｍａｓｓａ Ｆｅｌｉｃｅ
堺市西区 肥後つばき
堺市西区 初ちゃん
堺市西区 焼肉の隆
堺市西区 紅葉
堺市西区 かつ楽
堺市西区 すし豊
堺市西区 和風スナック多伽
堺市西区 寿し丸
堺市西区 紅梅
堺市西区 ホルホース
堺市西区 きらく
堺市西区 天市 鳳店
堺市西区 cafe YumeNami ーユメナミー
堺市西区 大蔵
堺市西区 食楽鳳
堺市西区 とりしん
堺市南区 酒楽 たんと
堺市南区 河内屋
堺市南区 神吉
堺市南区 焼肉ナンバーワン
堺市南区 たこ焼 麗和
堺市南区 麺屋 銀次郎
堺市南区 炭焼 ひちりん亭
堺市南区 串の井
堺市南区 Restaurant Ma vie レストラン マヴィ
堺市北区 ロワール
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堺市北区 ぱにぱにキッチン
堺市北区 かぢどり
堺市北区 福笑
堺市北区 ＤＡＮＩＥＬ．Ｋ
堺市北区 焼肉 仁家 北花田店
堺市北区 なおさか
堺市北区 麦一
堺市北区 大起水産 回転寿司 堺店
堺市北区 酒家ダイニング蕪 すずな
堺市北区 すし嘉
堺市北区 やきとり えーちゃん
堺市北区 そば処 みそか亭
堺市北区 居楽屋 白木屋 
堺市北区 かつき台湾料理
堺市北区 酒菜屋 いっかく
堺市北区 一道
堺市北区 麺屋 もず
堺市北区 ゆき菜
堺市北区 寿の酒 かみさか
堺市北区 やきとり 笑家(長尾店)
堺市美原区 町田商店 美原黒山店
堺市美原区 焼肉 銀ちゃん
岸和田市 どんちち
岸和田市 酒肴や いち毘里
岸和田市 明海
岸和田市 家庭料理 こころ
岸和田市 ふぃをーれ
岸和田市 呑喜
岸和田市 サンフラワー
岸和田市 海坊主
岸和田市 Ｌａｄｉｅｓ Ｂａｒ Ｄａｒｌｉｎｇ
岸和田市 きっちん
岸和田市 そ！これこれ 豚肉屋
岸和田市 のみくい処 しょーべぇ
岸和田市 たんぽぽ
岸和田市 居酒屋ダイニング のんのん
岸和田市 うどんの庄 福泉
岸和田市 おかゆ君77
岸和田市 大和家
岸和田市 七輪焼鳥 やどりぎ
岸和田市 活魚ヒロ
岸和田市 居酒屋 仁
岸和田市 キッチン アンド カフェ ＡＡサービス
岸和田市 ＣＨＩＰＰＥＲ
岸和田市 楽食 楽酒 貴
豊中市 四季 おがさわら
豊中市 喝采
豊中市 またたび堂
豊中市 タージマハル エベレスト Ｔａｊｍａｈａｌ Ｅｖｅｒｅｓｔ
豊中市 らん
豊中市 Ｂａｒ ＥＮＣＨＡＮＴＥ
豊中市 飛車角行
豊中市 ムーチョ・コラソン
豊中市 オステリア カポ エジリオ
豊中市 紫
豊中市 日本料理 四幸
豊中市 麺哲

29 / 38 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3年3月17日公表分）

豊中市 大阪エアポートワイナリー
豊中市 Ｎｉｇｈｔ ｉｎ ステーション
豊中市 味処 順平
豊中市 焼肉たか
豊中市 来夢来人
豊中市 カリトロ庄内店
豊中市 ＢＡＲ 三丑
豊中市 ル・パン神戸北野 伊丹空港店
豊中市 末広
豊中市 酒とめし らっきー
豊中市 ラ・カシュカシュ
豊中市 串かつ 山本
豊中市 とりのねぐら 阪急服部駅前店
豊中市 居酒屋 舞
豊中市 お好み焼ハウス アジジ
豊中市 鮨淡路
豊中市 ＭＡＬＩＢＵ
豊中市 鉄板焼 KAMAKA
豊中市 カフェ ＮＯＩＲＥ
豊中市 本格炭火焼鳥 楽笑
豊中市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋
豊中市 HAWAIKI
豊中市 ラ・メゾン ブランシュ
池田市 Ｒｏｕｔｅ１７８ｓｕｎ
池田市 ＴＡＪ ＭＡＨＡＬ ＥＶＥＲＥＳＴ
池田市 お食事処 ふじた
池田市 MIYAMA
池田市 HAPPY  TODAY
池田市 うちごはん さんご
池田市 とり一
池田市 日本料理 はるのかおり
吹田市 お好み焼 おいしんぼ
吹田市 またきてや
吹田市 Ａｎｉ
吹田市 味園
吹田市 榮華亭 江坂店
吹田市 四季のあしらい侍
吹田市 らーめん樹希
吹田市 牛角吹田上山手店
吹田市 栄すし
吹田市 波津馬
吹田市 ｂａｒ ＳＥＶＥＮ
吹田市 たこ焼き・ぺちゃ焼き あほや 吹田店
吹田市 Ｖｏｌａｒｅ
吹田市 インド＆ネパール料理 パプリカ
吹田市 うまから本舗
吹田市 吹田中央ビリヤード
吹田市 Ｔｒａｔｔｏｒｉａ Ｃｈｉｃｃｏ
吹田市 ビックリドンキー 千里店
泉大津市 なおさん
泉大津市 和食工房 水しま
泉大津市 日菜
泉大津市 ちーちゃん
泉大津市 Bar O2
泉大津市 味のより道 有ぞの
泉大津市 御用
泉大津市 中華居酒屋 龍芳
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高槻市 鉄板焼 八
高槻市 串揚げ 草馬
高槻市 味のふところ へんみ
高槻市 粉もん屋八 高槻店
高槻市 ファンタジーＢＡＲ カメレオン
高槻市 麺屋たけ井高槻店
高槻市 Ｃｏｍｏｄｏ
高槻市 URGE高槻
高槻市 天平
高槻市 旬香酒楽
高槻市 一発屋
高槻市 くし太
高槻市 Ｂｒａｓｓｅｒｉｅ ２４℃
高槻市 なんとか
高槻市 ぢどり亭高槻店
高槻市 みこし
高槻市 創作ダイニング ＴＡＫＥ
高槻市 Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ ＥＩＳＡＮ えい参
高槻市 Ｋｉｎｏｐｙ
高槻市 Ｅｓｓｅｎｃｅ ｅｔ ｇｏｕｔ
高槻市 にわ・とりのすけ富田店
高槻市 たつ福
高槻市 そば 尾形
高槻市 ４Ｂ’ｓ
高槻市 UNUBOREYA
高槻市 マリンナ
高槻市 インフィ，リヴェロ
高槻市 TETSU庵
高槻市 味よし
高槻市 つかさ
高槻市 家ごはんYA 艶
高槻市 ＢＩＲＤ
高槻市 粋
高槻市 料理家 三
高槻市 ごえん
高槻市 焼肉しがらき
高槻市 どんたくパートⅡ
高槻市 Ｂａｒ Ｂｕｉｌｄ
高槻市 炭火串焼 はなきりん
高槻市 天神の湯 茶の間
高槻市 旬釣処 舟屋
高槻市 一心
高槻市 Ｖｉｐ   Ｓｐｏｔ   Ｒｏｍａｎ
高槻市 彩々
高槻市 凛太郎
高槻市 たきび家
高槻市 中華料理 祥来
高槻市 本格熟成うどん 一期一麺
高槻市 はましょう
高槻市 とん平
高槻市 王将フードサービス 阪急高槻店
高槻市 あそこ
高槻市 和ダイニング治
貝塚市 大阪庄や 貝塚店
貝塚市 勝兵衛 貝塚店
貝塚市 愛花夢
貝塚市 本格中国料理 郷菜館
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貝塚市 旬菜工房 遊味
守口市 ふーチャンラーメン
守口市 泰養軒
守口市 やきとり大吉 守口警察署前店
守口市 扶士古
守口市 両替屋
守口市 創
守口市 匠や
守口市 和楽
守口市 ａｉｍｅｒ ＡＨＲＫ
守口市 明後日
守口市 山長 酒店
守口市 海鮮酒房 粋
守口市 大衆炉端おどりや
守口市 ほたる
守口市 なすび
枚方市 気まぐれ
枚方市 やきとり 七福神
枚方市 居酒屋 まつ
枚方市 愛々
枚方市 とん平
枚方市 Ｌａ ｔｉｌｌｅｕｌ
枚方市 味万
枚方市 覇王樹
枚方市 東大 枚方店
枚方市 フォルテ
枚方市 みのり
枚方市 ＭＡＣＡＲＯＮ
枚方市 たこ焼き たいしょう
枚方市 来来亭 枚方藤阪店
枚方市 横綱枚方店
枚方市 ふる里
枚方市 焼肉・ホルモン よし松
枚方市 海賊
枚方市 カレー喫茶 エルディオス
枚方市 居酒屋 八五郎
枚方市 粋月
枚方市 インド・ネパール料理 ＡＫＩＲＴＩ
枚方市 辰己寿司 
枚方市 大同門
枚方市 家族亭
枚方市 創作料理 仁
枚方市 まき
枚方市 ナマステ ダワラギリ
枚方市 三代目 たくちゃん(長尾店)
枚方市 せりな
枚方市 炭火串焼 十兵衛
枚方市 百花
枚方市 カラオケ喫茶＆スナック ゆき
枚方市 Ｂａｒ ｇｒａｍ
枚方市 馳どり屋枚方公園駅前店
枚方市 ア レーズ
枚方市 カレーハウスCoCo壱番屋 枚方宮之阪店
茨木市 らーめん ど真ん中
茨木市 彩食厨房 あどあ
茨木市 回転寿司 うわじ丸 茨木西店
茨木市 鮨 龍平
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茨木市 味幸房 みなみ
茨木市 Ｃｅｒｖｅｃｅｒｉａ・Ｊａｐｏｌｏｃｏ
茨木市 炭火焼肉 長寿苑
茨木市 牛角 ＪＲ茨木店
茨木市 ほっかバル
茨木市 Ｌｉｎｋ
茨木市 麺や七
茨木市 気楽料理 だい
茨木市 きた
茨木市 やました
茨木市 あすか亭 JR 茨木店
茨木市 繁ちゃん
茨木市 のんき
茨木市 まつり
茨木市 八剣伝 茨木玉櫛店
茨木市 麺や なないち
茨木市 天婦羅・小料理 「搗布」
茨木市 中
茨木市 居酒屋 如月
茨木市 炭火焼肉ホルモン 徳臓
茨木市 カラオケスナック 奈津子
茨木市 タージマハル エベレスト
茨木市 BAR 華音
茨木市 Ｔｅｒｒａｚｚａ Ｌｅｇａｒｅ
茨木市 玄品 茨木
茨木市 炭火・海鮮おどりや
茨木市 海鮮料理と酒 いくひさ
茨木市 酒菜 黒瀬
茨木市 遊食倶楽部 はる・はる
茨木市 Ｖａｕｇｈａｎ
茨木市 ひびき
茨木市 つるが湾
茨木市 焼肉 鶏料理 心亭
茨木市 ＧＡＲＤＥＮ ＴＥＲＲＡＣＥ ＬＩＯＮ
茨木市 ＳＴＡＮＤ ＢＯＮＤ
茨木市 小松屋
八尾市 麺匠 はなみち
八尾市 Ｓｅａ
八尾市 ちょっと酒肴 でんで
八尾市 居酒屋 ごん太
八尾市 くろねこ
八尾市 たこの家
八尾市 ふぐ力 
八尾市 アロマージュ
八尾市 ＫｉＫｉ
八尾市 能登屋
八尾市 中国菜館 福龍園
八尾市 旬幸旬美 深登吏
八尾市 成鯛
八尾市 麺家 あき成
八尾市 おとうさん
八尾市 べるふらわぁ
八尾市 Ｂａｒ Ｂａｒ
八尾市 ダイニング＆バー Ｓｈｉｒｏｈｉｇｅ
八尾市 ＰＡＩＮ
八尾市 グリル・喫茶メープル
泉佐野市 プラグ
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泉佐野市 情熱ホルモン 羽倉崎酒場
泉佐野市 酒房  高利
泉佐野市 杏
泉佐野市 北京飯店
泉佐野市 仕出し割烹 魚初
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 ＨＩＭＡＷＡＲＩ
泉佐野市 台湾料理 錦福香
泉佐野市 太ちゃん
泉佐野市 寿
泉佐野市 チンギス
泉佐野市 大和食堂 泉佐野店
泉佐野市 株式会社松寿司
泉佐野市 ちえ'ずキッチン
泉佐野市 炭火焼肉 炭味
泉佐野市 Deep
泉佐野市 Ｒｏｏｔｓ
泉佐野市 Bｉｓｔｒｏ P ａｔｒｉｅ
泉佐野市 カラオケ喫茶  はるか
富田林市 うめや
富田林市 ニャン福
富田林市 町家カフェ 栞
富田林市 大衆食堂 炭火焼き めしどき
富田林市 ＩＮＤＩＡＮ ＮＥＰＡＬＩ ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ “ＮＡＭＡＳＴＥ ＫＩＴＣＨＥＮ”
富田林市 スナック だるま
富田林市 利信
富田林市 和洋空間居食屋いさりび富田林店
寝屋川市 創作ダイニング Kei's キッチン
寝屋川市 カラオケ呑み処 きにちゃん
寝屋川市 もーやん
寝屋川市 ここ家
寝屋川市 串カツ田中 香里園店
寝屋川市 リヨン
寝屋川市 本格インド・ネパール料理 シワリラ
寝屋川市 豚々坊
寝屋川市 カラオケスナック アムロ
寝屋川市 Amusement＆Dining ClubBacchus
寝屋川市 味良
寝屋川市 割烹 香里亭
寝屋川市 本よし
寝屋川市 魚酒炭菜  おどりや
寝屋川市 ちゃんこ久
寝屋川市 Asian Restaurant Pinoy
寝屋川市 優
寝屋川市 ＭＡ ＣＨＥＲＩＥ
寝屋川市 包丁処ふじ野
寝屋川市 肴呑 ぼっち
寝屋川市 食美歌処 今泉
寝屋川市 cafe＆bar Mellow
寝屋川市 古民家ビストロバル ハコ
寝屋川市 ゆめや
寝屋川市 薩摩
寝屋川市 すずらん
河内長野市 三佳屋
河内長野市 居酒屋 おおきた
河内長野市 かつ満 河内長野店
河内長野市 ＡＣＴ ＷＩＴＨ
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河内長野市 406（ヨンマルロク）
河内長野市 旬味 まつだ
松原市 立呑み 姫
松原市 くろしお
松原市 焼とり 吉鳥
松原市 ラ・プリンチペッサ
松原市 焼肉 泰明
松原市 遊－ゆう－
松原市 丸
松原市 北川酒店
松原市 天下一品 松原三宅店
松原市 カラオケ ZERO 河内天美店
松原市 Heaven
松原市 さら
松原市 居酒屋 天
大東市 こもれ陽
大東市 みち草
大東市 おせん
大東市 ザ・シャツ・ストーリー
大東市 焼肉 大仙
大東市 大東飯店
大東市 田Den
大東市 酒房 群青
大東市 和牛亭  五光
大東市 居酒屋 東風
大東市 つじの家
大東市 カラオケ居酒屋 トちコ
和泉市 肉問屋 肉まる商店 ららぽーと和泉店
和泉市 旬彩居酒屋 福みみ
和泉市 牛屋 3 ちゃん
和泉市 メルシー
和泉市 旬彩 まどんな亭
和泉市 桃太郎
和泉市 鮨一歩
和泉市 ダンニャワード
和泉市 ベアハウス
和泉市 浦島
和泉市 つどい
和泉市 和牛亭 おかむら
和泉市 ダイニングキッチン 和
和泉市 カラオケダイニング ＬＩＬＹ
和泉市 居酒屋千広
和泉市 ｔｒａｔｔｏｒｉａ ａｌｍｏ
和泉市 ミントカフェ
和泉市 得得光明池店
和泉市 リラクゼーション&キッチン びせり
箕面市 旬寿 箕面今宮よし田
箕面市 わらび
箕面市 Ｏｇａｗａｔｅｉ
箕面市 銀蔵
箕面市 コーダンシャ
箕面市 イフポシブル
箕面市 炭火やきとり 飛鳥
箕面市 魁羅洲
柏原市 和洋創作 圓山
柏原市 カラオケ＆スナック Ｔｉａｒａ
柏原市 アベーラ
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柏原市 河内の中華蕎麦 風かおる麦かおる時かおる
柏原市 居酒屋 チャンピオン
柏原市 炉ばた焼 豆狸
羽曳野市 焼肉・串カツ 福ちゃん
羽曳野市 松風
羽曳野市 小鉄
羽曳野市 三河すし
門真市 炭火焼鳥 人生劇場
門真市 福すし
門真市 サボテン
門真市 手打うどん いろは
門真市 カラオケ チロリン
門真市 すしバリュー
門真市 アルシー
門真市 宝海
門真市 中華料理 祥和
門真市 鶏と鯨専門店 あぶり家
門真市 呑み処 笠
門真市 串とよ
門真市 ラウンジ 蘭燈
門真市 おこのみやき ＭＩＮＯＲＩ
門真市 INDIAN RESTAURANT MANNA 
門真市 焼肉 ゆかり
摂津市 カフェバー ＨＥ：ＫＩ
摂津市 鳥庵
摂津市 やきとり うの屋
摂津市 馳どり屋
摂津市 飲食店 酔道楽
摂津市 炭火七輪焼肉 ジャンジャン
摂津市 焼肉さつま
摂津市 寿し匠おがわ
高石市 鳥工房 ほっかい屋
高石市 竹香
高石市 安源
高石市 ビーボー
高石市 やきとり 響。
藤井寺市 炭火焼きとり とりとも
藤井寺市 居酒屋  とんぺい
藤井寺市 Ｎｏｗｈｅｒｅ Ｈａｊｉｎｏｓａｔｏ
藤井寺市 イタリア料理 チプリアーニ
藤井寺市 ナイトイン ひまわり
藤井寺市 C h a m m e e  & K i s a k u
藤井寺市 からあげ酒場ゆうちゃん
藤井寺市 胡桃屋 藤井寺店
藤井寺市 スナック リアン
藤井寺市 呑食処  元菊
藤井寺市 居酒屋まんてん丸
藤井寺市 PrimoPiano
藤井寺市 private Member’s Bar R指定
東大阪市 ASIAN CAFE
東大阪市 メリッサ
東大阪市 来来亭 玉串店
東大阪市 桃太郎
東大阪市 加茂
東大阪市 細見商店
東大阪市 mateli living ＆kitchen
東大阪市 焼き牛屋 安来や

36 / 38 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3年3月17日公表分）

東大阪市 ちび蔵
東大阪市 井筒屋うどん
東大阪市 味地歩心
東大阪市 洋食喫茶 キッチンハウス
東大阪市 ロイヤルポート
東大阪市 スナック Ａ－ｚ
東大阪市 ＪＥＭ
東大阪市 焼とり 庵
東大阪市 豊
東大阪市 友 PAL
東大阪市 やきとり大吉 大蓮東店
東大阪市 香楽
東大阪市 レストラン キングスポート
東大阪市 A－kukan
東大阪市 一品香
東大阪市 大阪王将 荒本店
東大阪市 和創楽家 神楽
東大阪市 寿し･清水
東大阪市 鐵板処 金太郎
東大阪市 鶴宴
東大阪市 Qoo
東大阪市 和んば
東大阪市 錦寿し
東大阪市 カラオケ シャ・ラ・ラ
東大阪市 きむら寿し
東大阪市 あるとれたんと 八戸ノ里店
東大阪市 Ｃｒａｆｔｂｅｅｒ Ｔａｖｅｒｎ
東大阪市 焼肉酒場 けんし
東大阪市 炭火焼肉 河内屋
東大阪市 二星
東大阪市 樹
東大阪市 パセオカフェ
東大阪市 笑蛸
東大阪市 ￥Ｂａｒ アベニュー
東大阪市 屋台
東大阪市 焼肉 あさひ
東大阪市 鳳凰
東大阪市 創作料理 一喜
東大阪市 もり井
東大阪市 どさん子大将
東大阪市 杉心
東大阪市 天理スタミナラーメン
東大阪市 ばんぶう
東大阪市 三代目 鳥メロ 布施店
東大阪市 FILL INN
東大阪市 麺屋 こころ
東大阪市 純愛うどん なでしこ
東大阪市 お好み焼 とことん
東大阪市 遊 倶楽部
東大阪市 油
東大阪市 武蔵
東大阪市 元禄寿司 本店
泉南市 焼肉 どん
泉南市 ｍｉｎｉｍｉｎｉ ｓｋａｔｅ ａｎｄ ｄｉｎｉｎｇ
泉南市 黒毛焼肉清隆
四條畷市 パシュパティ
四條畷市 アヌラジャ
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ご協力のお申し出をいただきました施設の一覧（令和3年3月17日公表分）

交野市 馳どり屋 津田店
交野市 はんじょう
交野市 河内屋
交野市 やじろ兵衛
交野市 八金亭
交野市 やきとり串いち
交野市 じゅわぢゅわ工房 セーラ
大阪狭山市 ラグー
大阪狭山市 創彩食堂 ICHIKA
大阪狭山市 モダン和食 かみや
大阪狭山市 翠陽
大阪狭山市 ＰＩＺＺＡＯＫＡ
大阪狭山市 ミモザ
大阪狭山市 スキヤキ風 鉄板鍋 笑 家
阪南市 野菜巻き串バル ぽっぽ
阪南市 やきとり大吉尾崎店
阪南市 焼肉 炭屋 阪南店
阪南市 和食居酒屋 雅
阪南市 中国料理 やぐら
島本町 Go Star Indian Curry & Bar
島本町 リストランテ コンテ
熊取町 えるぶぃす
熊取町 お好み焼 愛ちゃん
熊取町 ぎょ―ざやさん
熊取町 かみ屋
熊取町 はなみずき亭
田尻町 韓国料理 マダン
岬町 ＳＥＡＳＩＤＥ ＣＡＦＥ ＳＮＡＦＫＩＮ
岬町 なご弥
河南町 創作居酒屋 じゃじゃ丸
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