
市町村名 施設名称

大阪市都島区 NewHimeyuri
大阪市都島区 三佳左
大阪市都島区 立ち飲み屋居酒屋銀座ドラム缶 京橋店
大阪市都島区 カラオケステージROBO
大阪市都島区 手打ちそば、うどん処 志な乃
大阪市都島区 丸安
大阪市都島区 御座
大阪市都島区 なかがわ
大阪市都島区 相撲料理 壬滝
大阪市都島区 焼肉 丸長
大阪市都島区 なな菜
大阪市都島区 家庭料理小川
大阪市福島区 おとーり酒場 白菊
大阪市福島区 焼肉いずみ
大阪市福島区 地獄谷カラオケバーつーやん
大阪市福島区 おいし家 宮もと
大阪市福島区 BAR noisy PLUS+
大阪市福島区 炭火焼鳥はれるや
大阪市福島区 Dining minette 
大阪市福島区 和ごころ なか道
大阪市福島区 コーヒーショップダイヤ
大阪市福島区 SPINY OYSTER BAR
大阪市福島区 釣りバカ居酒屋 たけ家ん
大阪市福島区 和食ふくみ
大阪市福島区 スナックかおり
大阪市此花区 ゆるり処えにし～縁～
大阪市此花区 中国料理 幸香創
大阪市西区 ヴィンス
大阪市西区 bistrodeschenapans 
大阪市西区 四国道母寿
大阪市西区 カジュアルふれんちれすとらん おおの
大阪市西区 呑み処 喜好
大阪市西区 NANA NO MOE
大阪市西区 風鈴草
大阪市西区 焼鳥 壱
大阪市西区 旬味和しん
大阪市西区 うどん蕎麦呑み処 き楽
大阪市西区 九条おでんあかい
大阪市西区 そば処田代
大阪市西区 焼きもんバール新町メリハリ
大阪市西区 嘉一
大阪市西区 Osteria La Cicerchia
大阪市西区 CHLO
大阪市港区 gina
大阪市港区 木村賢酒店
大阪市港区 焼鳥おばんざい ゆうじ1972
大阪市港区 玉藻寿司
大阪市港区 Lee
大阪市港区 とんテキべっちゃない

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6月17日公表分）
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大阪市港区 寿司Ber〇ＢＯＺＵ
大阪市大正区 Yatara spice
大阪市大正区 大正お好み屋 ままま
大阪市大正区 煮旬菜ろくろく
大阪市大正区 遊心
大阪市大正区 サザンクロス
大阪市大正区 紀州
大阪市天王寺区 SMOKEY
大阪市天王寺区 たばこや
大阪市天王寺区 ナイトイン 恋月夜
大阪市天王寺区 凸
大阪市天王寺区 王チャジャン
大阪市天王寺区 寿し佳
大阪市天王寺区 馬肉専門店春馬
大阪市天王寺区 いちえん
大阪市天王寺区 Ｂ-FUSION
大阪市天王寺区 鶴橋餃子本舗鶴餃子
大阪市浪速区 笑心
大阪市浪速区 正杜屋
大阪市浪速区 たべてやのんでやの ききじょうず
大阪市浪速区 GOONIES
大阪市浪速区 練り天ゆき蛸
大阪市西淀川区 cafeAloAlo
大阪市西淀川区 ricomocoroll
大阪市西淀川区 津野
大阪市西淀川区 カラオケ喫茶＆スナックラウンジ難波船
大阪市東淀川区 雅 香 (gakou)
大阪市東淀川区 串焼きと串揚げのお店せん貴
大阪市東成区 大黒
大阪市東成区 鉄板焼 こたん
大阪市東成区 ヘヴィ レイン
大阪市東成区 Fortune
大阪市東成区 旬菜居酒屋凛
大阪市東成区 ちょい呑み のすけ
大阪市東成区 お好み焼・鉄板焼ばると
大阪市生野区 一心
大阪市生野区 ダイニングれしぴ
大阪市生野区 富久鮓
大阪市生野区 ホルモン居酒屋やまちゃん
大阪市生野区 テールラーメンまる彦
大阪市生野区 ＴＨＥ ＬＡＩＤ－ＢＡＣＫ
大阪市生野区 居酒屋まいど
大阪市生野区 居酒屋 通
大阪市生野区 一力
大阪市生野区 中華そば煮干しや
大阪市生野区 カラオケシャルマン
大阪市生野区 Ｂ－ｍａｒｉ
大阪市生野区 あて
大阪市旭区 ダイニングバーアズワン
大阪市旭区 チキン左衛門
大阪市旭区 くら羅
大阪市旭区 IL LEONE

2 / 46 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6月17日公表分）

大阪市旭区 吉鳥 千林店
大阪市旭区 木元水産
大阪市旭区 村上酒店
大阪市旭区 猫
大阪市旭区 お好み焼き元気
大阪市旭区 家庭料理 史
大阪市旭区 お食事とお酒のしま
大阪市旭区 ゆうぞら
大阪市旭区 池尻酒店
大阪市城東区 たこ焼38
大阪市城東区 しばらく寿司
大阪市城東区 ちゅー
大阪市城東区 ひだまり
大阪市城東区 気まぐれたまやん
大阪市阿倍野区 Buffalo29
大阪市阿倍野区 浅一
大阪市阿倍野区 ちよちゃん
大阪市阿倍野区 蓬珉軒
大阪市阿倍野区 お好み焼き 幸や
大阪市阿倍野区 多門
大阪市阿倍野区 鉄板キュイジーヌ セルペペ
大阪市住吉区 天ぷら天雲
大阪市住吉区 居酒屋結
大阪市住吉区 旬鮮旨食 彩櫻
大阪市住吉区 瑞葉
大阪市住吉区 鉄板焼つくし
大阪市住吉区 レストランT
大阪市住吉区 やきま専科
大阪市住吉区 Casual Bar アレグラ
大阪市住吉区 あずま寿し
大阪市東住吉区 酒楽彩魚ざまに
大阪市東住吉区 炭火焼鳥 おび
大阪市東住吉区 萬珉
大阪市西成区 民食軒
大阪市西成区 焼きとりのながひろ
大阪市西成区 ほまれ
大阪市西成区 広島お好み焼き 鉄板焼き かじ多
大阪市西成区 一歩
大阪市西成区 動物園前もつ鍋屋
大阪市西成区 べあ
大阪市西成区 ラッキーシスターズ
大阪市西成区 カラオケ居酒屋ゆづる
大阪市西成区 ちょい呑み酔所
大阪市西成区 焼肉の南大門 玉出店
大阪市西成区 呑み屋ここ
大阪市西成区 サンルーム
大阪市西成区 うさぎ
大阪市西成区 喫茶ミチ
大阪市西成区 割烹 たけ仲
大阪市西成区 ユウカ
大阪市西成区 喫茶バロン
大阪市西成区 東インドカリー
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大阪市西成区 ビンタンカドミセ
大阪市淀川区 居酒屋ちいちゃん
大阪市淀川区 Bar Copain
大阪市淀川区 スタンド煮ガ味
大阪市淀川区 焼き肉屋 山精
大阪市淀川区 中華料理 頂香
大阪市淀川区 ＺｉｌＬ
大阪市淀川区 串カツまぁーむ
大阪市淀川区 ぶった西中島店
大阪市淀川区 有絵巣炭
大阪市淀川区 カラオケスタジアムサンキュー
大阪市淀川区 アラジン
大阪市淀川区 BAR CROSS
大阪市淀川区 酒肴家 いち助
大阪市淀川区 エバーフリー愛
大阪市淀川区 Lala
大阪市淀川区 じゅじゅ酒場
大阪市淀川区 八宝亭
大阪市淀川区 洋食カーネリアン
大阪市淀川区 うどん処いづも
大阪市淀川区 SNACKあげは
大阪市淀川区 酒芸庵 安
大阪市淀川区 JAKARA CAFE
大阪市淀川区 ふぁみー
大阪市淀川区 居酒屋 はな花
大阪市淀川区 Rim cafe&bar 
大阪市鶴見区 ミニ
大阪市住之江区 楠の木
大阪市住之江区 呑み処 めーぐわーさー
大阪市住之江区 鮨銀鱗
大阪市住之江区 おかん
大阪市住之江区 蕎麦と肴 温月
大阪市住之江区 手羽先チャンピオン
大阪市平野区 grace
大阪市平野区 麺や 一帆
大阪市平野区 焼肉らふ
大阪市平野区 居酒屋味錦
大阪市平野区 匠屋
大阪市平野区 釜揚げうどん 桂ちゃん
大阪市平野区 食べ処呑み処 えん
大阪市平野区 お好み焼き まごころ
大阪市平野区 焼肉ホルモンたっとん亭
大阪市平野区 kitchen メルチ
大阪市北区 choito
大阪市北区 Talk Song Ms
大阪市北区 bateau ivre
大阪市北区 KOMO
大阪市北区 み紀や
大阪市北区 北新地 海味
大阪市北区 EMANON
大阪市北区 LITTLE BAR
大阪市北区 カラフル
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大阪市北区 お好み焼つる家
大阪市北区 心・旬・魚aburi dining仔za音
大阪市北区 和藤もと
大阪市北区 リーガルバー
大阪市北区 ナイトイン女女
大阪市北区 SALAMANCA
大阪市北区 酒肴旬菜 一季
大阪市北区 やきやき多幸じゅう
大阪市北区 鮨と肴はやみ
大阪市北区 一
大阪市北区 astau
大阪市北区 ナチュラルナイン
大阪市北区 Ｄｉｓｈ Ｂａｒ ｃｈｅＲｉｓｈ
大阪市北区 diningbar couzen 
大阪市北区 とき
大阪市北区 ちかバー
大阪市北区 ダイワ食堂 天五店
大阪市北区 高乃屋
大阪市北区 カチャトーレヤマガミ
大阪市北区 北海道料理北新地太田
大阪市北区 屋上バーｂｅｅ
大阪市北区 エルカフエ
大阪市北区 食彩 ほ乃家
大阪市北区 酒館 bula
大阪市北区 佳酒佳菜花はな
大阪市北区 ミートボール食堂oluolu
大阪市北区 小粋家庭料理きくの
大阪市北区 ファンタジア
大阪市北区 DREAM ON TAIGA
大阪市北区 メンバーズ莉江
大阪市北区 STAND UOZU
大阪市北区 ルージュ
大阪市北区 ITALLICA
大阪市北区 Bar earth
大阪市北区 Ｔｈｅ酒庫
大阪市北区 炭火イタリアンCARBO
大阪市北区 てんつく天
大阪市北区 even
大阪市北区 鴨ふじ
大阪市北区 jamjam
大阪市北区 ECLOCHE
大阪市北区 DartsBar TOPROCK
大阪市北区 calvados
大阪市北区 ビーム
大阪市北区 やまがそば堀川店
大阪市北区 TOSSY
大阪市北区 定園
大阪市北区 クラウドナイン
大阪市北区 タコハウス
大阪市北区 SHOT BAR One or Eight
大阪市北区 ワインバー樹
大阪市北区 900
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大阪市北区 ホルモン焼おかだ
大阪市北区 NAKAYAN BAR
大阪市中央区 LUCIA
大阪市中央区 A apartment000
大阪市中央区 JUICE
大阪市中央区 simple
大阪市中央区 ちとせ
大阪市中央区 四姉妹店道頓堀おおくぼ 都わすれ
大阪市中央区 Lotus
大阪市中央区 おっかんの寿司
大阪市中央区 UZU
大阪市中央区 鉄板焼き真みや
大阪市中央区 活ふぐ清正
大阪市中央区 串乃助
大阪市中央区 小町
大阪市中央区 なかたに
大阪市中央区 サザンスター
大阪市中央区 畑の食堂NATURA
大阪市中央区 月山
大阪市中央区 FIFTIES BAR JOHNNY'S
大阪市中央区 洋風料理 ニシモト
大阪市中央区 おにごっこ
大阪市中央区 日本酒&ワイン toi
大阪市中央区 VELOURS LAPIN
大阪市中央区 RESTAURANT&BAR TANIQUE
大阪市中央区 牛串きらく
大阪市中央区 中国菜梅花
大阪市中央区 月の兎
大阪市中央区 raccoon
大阪市中央区 珈琲館香豆
大阪市中央区 音頭
大阪市中央区 Baro.v.o
大阪市中央区 リーベ
大阪市中央区 ネパール＆インド料理Manakamana
大阪市中央区 BAR4GATS
大阪市中央区 美津富
大阪市中央区 Sakurai
大阪市中央区 8OCTA
大阪市中央区 焼酎屋五八
大阪市中央区 繁寿し
大阪市中央区 Fitness Cafe TOOLE
大阪市中央区 船場カリー瓦町店
大阪市中央区 道産っ子
大阪市中央区 豊八
大阪市中央区 WAX69
大阪市中央区 美家古すし
大阪市中央区 龍や
大阪市中央区 ストリーム
大阪市中央区 るびぃ
大阪市中央区 cabarna
大阪市中央区 らぐう
大阪市中央区 チョロの家
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大阪市中央区 theババケン
大阪市中央区 玄いし橋
大阪市中央区 ビストロカランコロン
大阪市中央区 料理屋月九
大阪市中央区 天晴れ
大阪市中央区 TEPPAN&ITALIAN Ceppo
大阪市中央区 VANGUARD
大阪市中央区 焼肉天乃
大阪市中央区 笑庵
大阪市中央区 ｚｕｃｃａ
大阪市中央区 南庭
大阪市中央区 東心斎橋ほおずき
大阪市中央区 Bar compass rose
大阪市中央区 かおり
大阪市中央区 Bar&Dinner U2S
大阪市中央区 Ｂｌａｃｋ Ｓｅａ
大阪市中央区 AMANT
大阪市中央区 Dining bar Bord
大阪市中央区 まんなおし
大阪市中央区 joint
大阪市中央区 ｋｕｌｋｕｌ
大阪市中央区 ジーエム
大阪市中央区 Salute
大阪市中央区 SMOKY BAR
大阪市中央区 サクラノマ
大阪市中央区 和洋酒菜 アシャール
大阪市中央区 萊萊
大阪市中央区 T-ZONE
大阪市中央区 小料理 天秤棒
大阪市中央区 Irish pub Shamrock 'N' Roll Star
大阪市中央区 バー サカズキ
大阪市中央区 まるふ食堂
大阪市中央区 スナックMew
大阪市中央区 梅市
大阪市中央区 月み庵
大阪市中央区 HOLIC
大阪市中央区 BAR BUDDY
大阪市中央区 Bar Daisy
大阪市中央区 Kurohige
大阪市中央区 AGIT
大阪市中央区 マンボウ
大阪市中央区 洋酒喫茶かんから
堺市堺区 たこ焼き・いか焼き ひろ家
堺市堺区 らーめん心志道
堺市堺区 天ぷら てん助
堺市堺区 串カツ新世界
堺市堺区 LADYBuG
堺市堺区 tちりとり鍋 ふじ田
堺市堺区 居酒屋展
堺市堺区 シンデレラストーリー
堺市堺区 DININGBAR CYOIWARU
堺市堺区 きっちん Goo Goo
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堺市堺区 三丁カフェ
堺市堺区 寺地町酒場
堺市堺区 日本料理たけむら
堺市堺区 プールホールGR 
堺市堺区 鳥よし
堺市堺区 有限会社 魚忠
堺市堺区 昭和うた酒場ふうてん
堺市堺区 ルーク
堺市堺区 ミスター天津飯
堺市堺区 ワンエル
堺市堺区 堺よろず串友栄
堺市堺区 麺座ぎん
堺市堺区 もあ
堺市堺区 酒菜やまと
堺市堺区 堺ホルモンたか家
堺市堺区 玉味亭
堺市堺区 旬のさかな総
堺市堺区 北野
堺市堺区 まごころ料理 嘉一
堺市堺区 アイズ
堺市堺区 MOE-BAR
堺市堺区 串かつ永吉
堺市堺区 アルファ
堺市堺区 バル ブルーバード
堺市堺区 居酒屋月詠
堺市堺区 酒肴逸品大笑
堺市堺区 肴酒屋おとと倶楽部
堺市堺区 串まる イオンモール堺鉄砲町店
堺市堺区 割烹かつらぎ
堺市堺区 メンバーズ オウル
堺市堺区 お好み焼き ます福
堺市堺区 香名
堺市堺区 スナックＫ
堺市堺区 Seven Gods
堺市堺区 イタリアン酒場Bitte
堺市堺区 Standing BAR夢
堺市堺区 ポポピアーチェ
堺市堺区 味通り
堺市堺区 中国酒菜華
堺市堺区 まるや
堺市堺区 multi zunzun
堺市堺区 優しげ
堺市堺区 Gashi Coun 
堺市堺区 スナック長崎
堺市堺区 ごっちゃん
堺市堺区 炭火焼肉肉政堺東店
堺市堺区 F&M
堺市堺区 SyURI
堺市堺区 エンゼル堺
堺市堺区 スナックしのぶ
堺市堺区 Ｂａｌ ｈａｃｈｉ－Ｇｏ
堺市堺区 活けふぐ料理 下関
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堺市堺区 御料理 大つか
堺市堺区 食堂よこやま
堺市堺区 囲炉裏乃逸品
堺市堺区 株式会社寿香
堺市堺区 お好み焼き あじ助
堺市堺区 大衆鉄板酒場味彩
堺市堺区 タイム
堺市堺区 M-1
堺市堺区 えん
堺市堺区 にんにくラーメン一力
堺市堺区 駅亭泊
堺市堺区 KE
堺市堺区 海鮮居酒屋 うおいち
堺市堺区 肉食堂はなしん
堺市堺区 パインヴィレッジ
堺市堺区 チキン娘に豚野郎
堺市堺区 SAKAINOMA cafe and residence
堺市堺区 ごんべ衛
堺市堺区 カラオケスナック愛里
堺市堺区 カラオケ おもてなし
堺市堺区 スナックヴォーグ
堺市堺区 こにしや
堺市堺区 ひびこれ
堺市堺区 ARIJI
堺市堺区 リストランテ ピッコロ カプリーチョ
堺市堺区 カフェ＆カラオケ Ｓａｋｕｒａ
堺市堺区 SANCHEZ
堺市堺区 Gussan
堺市堺区 焼鳥 六五五六
堺市堺区 スナック人来夢
堺市堺区 和ダイニング大将
堺市堺区 焼肉屋つねちゃん
堺市堺区 スナックアイコ
堺市堺区 TERRORIST
堺市堺区 肉バル Carlo
堺市堺区 スナック樹里
堺市堺区 さかな処 檜
堺市堺区 炭火焼肉いっちゃん
堺市堺区 メンバーズ クラウディア
堺市堺区 レストランFUCHI
堺市堺区 咲蔵
堺市堺区 堺味噌だれ餃子 まんぷく亭
堺市堺区 韓国料理チャングム
堺市堺区 魚勝寿司
堺市堺区 あぐー豚のせいろ蒸し かりぃー
堺市堺区 インド・ネパール料理DEVI 2
堺市堺区 麺工房ゆでっち
堺市堺区 bar CLASSICAL
堺市堺区 やきとりの秋吉 堺東店
堺市堺区 悠由
堺市堺区 酒肴毛平
堺市堺区 カラオケ居酒屋和笑囲
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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。
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堺市堺区 蛸壺
堺市堺区 ラウンジゆらり
堺市堺区 お好み焼 とも
堺市堺区 カラオケ喫茶JUN
堺市堺区 友遊
堺市堺区 愚羅巣（グラス）
堺市堺区 居酒屋ヲヰヌ温泉
堺市堺区 cafe&bar Another SKY
堺市堺区 キッサスナック 舞
堺市堺区 鶏と和酒こん平
堺市堺区 神楽
堺市堺区 味ごよみ 淳平
堺市堺区 花水木
堺市堺区 ホルモンカモメ
堺市堺区 割烹優勝
堺市堺区 鳥俊
堺市堺区 日本酒LABまつもと
堺市堺区 たろやんの家
堺市堺区 炭火ホルモンぎゅう侍
堺市堺区 うどん平吉
堺市堺区 西口酒店
堺市堺区 IZAKA家みっちゃん
堺市堺区 炭火焼鳥居酒屋勝羅
堺市堺区 Ｂａｒ ｏｆｆ
堺市堺区 MARK
堺市堺区 ヨンス
堺市堺区 カラオケオアシス
堺市堺区 99 Pizza Napoletana Gourmet
堺市堺区 スナック美洧
堺市堺区 炭火焼鳥 鳥道
堺市堺区 海鮮屋台おくまん 三国ヶ丘店
堺市堺区 スナックサンセット
堺市堺区 割烹はんなん
堺市堺区 割烹なか井
堺市堺区 大阪王将 堺東店
堺市堺区 コリアンキッチン 秀彬
堺市堺区 FreedomRoad自遊道宿院店
堺市堺区 サケノトリコ
堺市堺区 メンバーズANEW
堺市堺区 スナックゆか
堺市堺区 カラオケスナック アウル
堺市堺区 中華料理 ふぐ料理 東明飯店
堺市堺区 ニュー松阪
堺市堺区 立呑み りえ
堺市堺区 初音
堺市堺区 広東酒家結
堺市堺区 Bistro VEZO
堺市堺区 BAR中原
堺市堺区 浜焼太郎
堺市堺区 ヤキニクマニア。
堺市堺区 和洋彩寿 大翔
堺市堺区 黒毛和牛いち輪
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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。
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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6月17日公表分）

堺市堺区 カラオケステージはなぐるま
堺市堺区 居酒屋おやじ
堺市堺区 スナックタイガース
堺市堺区 食堂ニーナ
堺市堺区 BAR VOCE
堺市堺区 トラットリアTibi
堺市堺区 Cellar House CLAP
堺市堺区 沖縄料理あだん
堺市堺区 酒肴ゆうご
堺市堺区 ジェニーズ・アイス・クレープ・ショップ
堺市堺区 Bogey
堺市堺区 マインマイン
堺市堺区 茶倉
堺市堺区 ボアール
堺市堺区 築地亭
堺市堺区 にんにん
堺市堺区 Grill Kitchen APO
堺市堺区 ドゥテルテ
堺市堺区 キフネ
堺市堺区 ラウンジ美穂
堺市堺区 ラウンジ笑娜以
堺市堺区 こんなもん屋
堺市堺区 スナック炎 ( ほのお)
堺市堺区 やきとり大吉上野芝店
堺市堺区 希舟
堺市堺区 純の花
堺市堺区 OpaL
堺市堺区 kobuta no makanai
堺市堺区 やまびこ
堺市堺区 新鮮鶏焼き鶏之介
堺市堺区 ティーショット
堺市堺区 鉄板ちゃんこ暖
堺市堺区 ピアノン
堺市堺区 鉄板酒場CANTARO
堺市堺区 かふか
堺市堺区 食べ飲み処 あっちゃん
堺市堺区 とんかつＫＹＫ堺髙島屋店
堺市堺区 BAR ぐぴこ
堺市堺区 焼とリ楽宴
堺市堺区 あんじゅ庵
堺市堺区 酒肴や らかん
堺市堺区 195
堺市堺区 you
堺市堺区 鉄板バル ＨＩＬＯ宗友
堺市堺区 創作料理 泉み
堺市堺区 炉端たけちゃん
堺市堺区 居酒屋 義経
堺市堺区 名前のないイタリア料理店(Origine)
堺市堺区 永吉
堺市堺区 お好み焼、焼そば  うしたま
堺市堺区 洋食の店とん助
堺市堺区 立ち飲み 歓
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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。
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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6月17日公表分）

堺市堺区 和彩食 来都
堺市堺区 鮨 榮
堺市堺区 restaurant tumugi
堺市堺区 カレーハウスCoCo壱番屋 堺区南清水町店
堺市堺区 スナック すずらん
堺市堺区 SARARA
堺市堺区 呑み処だんだん
堺市堺区 WINE&ODENひそか
堺市堺区 勝太呂
堺市堺区 鳥元
堺市堺区 風天
堺市堺区 アリス
堺市堺区 ヤキニクホルモンタヨシ
堺市堺区 グリルトミーパート2
堺市堺区 旬魚 ざこば
堺市堺区 喫茶7
堺市堺区 Barboo
堺市堺区 スナック恵子
堺市堺区 伊万里
堺市堺区 味工房 ちか
堺市堺区 Bar Polis
堺市堺区 炉端焼き おふくろ
堺市堺区 WINEHOUSE Ｋ＆Ｋ
堺市堺区 snack V&V
堺市堺区 カルチャー
堺市堺区 BAR  BLUE
堺市堺区 Bar Ohana
堺市堺区 低人堂
堺市堺区 CanCan
堺市堺区 ARAWAK
堺市堺区 小鉄
堺市堺区 たかくら
堺市堺区 なんちゃってBAR堕天使ルシファー
堺市堺区 グリュック
堺市堺区 ・人間・交差店・
堺市堺区 トレビアン
堺市中区 レストランドゥースドゥース
堺市中区 GREEN KETTLE
堺市中区 極上馬刺し 黒桜
堺市中区 やき鶏のぶ
堺市中区 桜月
堺市中区 焼鶏とお万菜 いろどり
堺市中区 らーめん五麺八舎
堺市中区 ユニティーフェイス
堺市中区 酒食満菜 悠
堺市中区 和馳
堺市中区 大吉 百舌鳥東店
堺市中区 魔女
堺市中区 立ち呑みマルヒロ
堺市中区 焼き鳥 壱歩
堺市中区 民家ふぇみやび
堺市中区 居酒屋グウフォ
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市町村名 施設名称
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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6月17日公表分）

堺市中区 割烹 旭寿司
堺市中区 和食バルふるぼ
堺市中区 あじと
堺市中区 カラオケスタジオキティ
堺市中区 Jun2
堺市中区 おばんざい呑み処 縁en
堺市中区 NEXT
堺市中区 和風酒家 なお家
堺市中区 地鶏居酒屋日向
堺市中区 旬豊作 米家 kome-ya
堺市中区 SNACK Diva
堺市中区 肴屋和
堺市中区 焼肉・冷麺つくし
堺市中区 シーグレイス
堺市中区 和食心根
堺市中区 福茂寿司
堺市中区 吉川酒店
堺市中区 Lounge Miare
堺市中区 しゃぶしゃぶみなみ
堺市中区 Graund まざぁ
堺市中区 G-jya
堺市中区 えて吉
堺市中区 Cafe un Reve
堺市中区 和牛焼肉生ホルモン餐亭
堺市中区 ぜにや
堺市中区 福美鮨
堺市中区 割烹 司
堺市中区 平成元年
堺市中区 Freedom Road 自遊道
堺市中区 ＲＩＳＴＯＲＡＮＴＥ ＣＬＵＢ ＶＩＡＧＥ ＳＡＫＡＩ
堺市中区 かいとら
堺市中区 スナック 心愛
堺市中区 カラオケ.スタジオ.演芸館
堺市中区 和楽
堺市中区 カラオケ スナック びぜん
堺市中区 みんみん深井店
堺市中区 居酒屋さくら組
堺市中区 ばるらんて
堺市中区 大ふへん者
堺市中区 Bar GOLD
堺市中区 ＰＡＰＩＬＬＯＮ
堺市中区 四季彩ＩＫＥ家
堺市中区 お好み焼きパンダ
堺市中区 カラオケすずめ
堺市中区 スナック  マドンナ
堺市中区 カラオケなな
堺市中区 つぼみ
堺市中区 和ダイニングなの華
堺市中区 カラオケスタジオ秋月
堺市中区 やきとり石樽
堺市中区 つけめんラーメン純情屋
堺市中区 日本料理よしの
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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6月17日公表分）

堺市中区 一唐
堺市中区 天音
堺市中区 おかんのYAKI鷄
堺市中区 スナック雅
堺市中区 鉄板焼鳥たまご
堺市中区 人生劇場
堺市中区 Deep point
堺市中区 ＢａｒＬｏｕｎｇｅ４Ｕ
堺市中区 居酒屋 四六八
堺市中区 喫茶スナック みゆき
堺市中区 壮虹
堺市中区 きらく寿司
堺市中区 BAR MASYEOLA
堺市中区 友寿司
堺市中区 カラオケ鈴の音
堺市中区 カレーハウスCoCo壱番屋 泉北高速深井駅前店
堺市中区 お食事処えびす
堺市東区 大蔵
堺市東区 レストハウスれんげ
堺市東区 Ann
堺市東区 立ち呑み処あたらしや
堺市東区 カジュアルバーアレグラ
堺市東区 家庭料理 杉ちゃん
堺市東区 さうす
堺市東区 立呑み処おかわり
堺市東区 北野田44番地
堺市東区 黎
堺市東区 仁奈
堺市東区 お弁当ぐーす
堺市東区 まりん
堺市東区 梅乃
堺市東区 花花
堺市東区 カラオケスナック ラ・ラ・ラ
堺市東区 CLOUD NINE
堺市東区 勝って串
堺市東区 岩根北酒店
堺市東区 寿司一品しゃんこ土田
堺市東区 シェフの赤ちょうちん庵
堺市東区 気まぐれKitchen otto
堺市東区 Johnny Bar
堺市東区 OUGA
堺市東区 お好み焼きちよ
堺市東区 炭火焼肉 いち善
堺市東区 堺中環酒場 情熱ホルモン
堺市東区 くえろくえら
堺市東区 フジヤマドラゴン北野田店
堺市東区 職人焼肉岸
堺市東区 わいわい居酒屋関西魂
堺市東区 カラオケドロンヂョ
堺市東区 カラオケ喫茶「運の神様｣
堺市東区 ダイニングキッチン UOTOYO
堺市東区 GRANNY LeAF
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堺市東区 創作焼そうるめいと堺店
堺市東区 和とイタリアンの店よしの
堺市東区 ナオチカ
堺市東区 味んぼ
堺市東区 なんば一番堺北野田店
堺市東区 居酒屋いこい
堺市東区 立呑処てっちゃん
堺市東区 祐
堺市東区 ななつぼ屋
堺市西区 新世界はるちゃん
堺市西区 スナック ミュウ
堺市西区 cafe dining beaubleu
堺市西区 立ち呑み焼肉サクラ屋
堺市西区 コロケット
堺市西区 いっしん真琴
堺市西区 TreasureIsland
堺市西区 味源
堺市西区 オリンピア
堺市西区 比内地鶏と旬菜炉端 うるとらや
堺市西区 居酒家レストラン OKAIRINa 菜
堺市西区 ダイニングおくの
堺市西区 鎌倉パスタ アリオ鳳店
堺市西区 魚々匠
堺市西区 Time
堺市西区 みちくさ
堺市西区 SLOW  (バースロー）
堺市西区 KITCHEN BAR 茶太
堺市西区 ふぐ政津久野店
堺市西区 浜焼太郎石津川駅前店
堺市西区 竜起
堺市西区 もつ鍋 でん
堺市西区 ビッグエコー鳳２６店
堺市西区 鉄板焼とり豊
堺市西区 鮨炭焼き楠
堺市西区 寿し太郎
堺市西区 おおまる
堺市西区 cafe YumeNami-ユメナミ-
堺市西区 居酒屋 宗奈
堺市西区 鳥平岡家
堺市西区 びっくりドンキー浜寺石津店
堺市西区 ラーメン横綱鳳店
堺市西区 びっくりドンキー上野芝店
堺市西区 大蔵
堺市西区 津久見
堺市西区  Dining&Wine Story
堺市西区 カラオケ・マーブル
堺市西区 麺屋DAIKOKU
堺市西区 お食事&お酒ユウ
堺市西区 コメダ珈琲店堺鳳店
堺市西区 じんだま
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堺市西区 Bar Y's
堺市西区 一汁五穀
堺市西区 しゃぶしゃぶ美山
堺市西区 菊水
堺市西区 天の御座
堺市西区 海鮮屋台おくまん 鳳駅前店
堺市西区 スナック雅
堺市西区 天市鳳店
堺市西区 Bar ice
堺市西区 炙り屋北海道
堺市西区 ほっこり牧場
堺市西区 soeurs
堺市西区 呑猿
堺市西区 Cafe Gracias
堺市西区 とんがらし
堺市西区 馬や
堺市西区 やきとりよろこんで
堺市西区 居酒屋 裕彩
堺市西区 スナック樹樹
堺市西区 やよい軒 堺浜寺店
堺市西区 居酒屋やまもと
堺市西区 のらや鳳本店
堺市西区 C&M
堺市西区 旬菜あずき
堺市西区 立ち呑み８０８
堺市西区 とりまこ
堺市西区 中華料理 宝来
堺市西区 中華酒家 宝来
堺市西区 スイコデン イシヅガワテン
堺市西区 のまのま
堺市西区 アカリ
堺市西区 焼肉の隆
堺市西区 鉄板焼 じぱんぐ
堺市南区 カラオケライブ 堺岩室店
堺市南区 大関
堺市南区 BAR AVALEZ
堺市南区 ふぐ政泉北店
堺市南区 炉端 ちとせ
堺市南区 PURPOSE CAFE
堺市南区 ｋｉｎｏ-ＣＯＣＯＣＨＩ
堺市南区 大同門 泉北泉ヶ丘店
堺市南区 Restaurant Ma vie レストラン マヴィ
堺市南区 るくく
堺市南区 とんかついなば和幸泉北店
堺市南区 ショーガール
堺市南区 office katz
堺市南区 パブラウンジDAN
堺市南区 ミスタードーナツ トナリエ栂・美木多
堺市南区 居酒屋Kitaro
堺市南区 ほど酔ぃ
堺市南区 Moni Cafe
堺市南区 Aran
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堺市南区 ミスタードーナツ 光明池アクト店
堺市南区 MA-A-NA
堺市南区 たこ焼麗和
堺市南区 カレーハウスCoCo壱番屋 堺インター店
堺市南区 Bar Cask
堺市南区 VOGA
堺市南区 創作和彩 湖泉
堺市南区 泉北二号線酒場 情熱ホルモン
堺市南区 焼鳥さぶちゃん
堺市南区 鶴橋風月アクロスモール店
堺市南区 マクドナルド 光明池店
堺市南区 BACCANA(バカーナ)
堺市南区 麺屋うさぎ 泉田中
堺市南区 BAR Wink
堺市南区 やきとり 蔵
堺市北区 喰いもん処たたみや
堺市北区 G831
堺市北区 立ち呑み処 いすや
堺市北区 焼肉かつらぎ
堺市北区 やきとり笑家長尾店
堺市北区 cafe dining Kohga
堺市北区 旬菜おでん料理 かま田
堺市北区 Ｔｉｋｉ
堺市北区 鐵
堺市北区 炭火焼肉ひびの亭
堺市北区 おうちごはん和楽
堺市北区 宝山閣
堺市北区 カラオケ喫茶 童夢
堺市北区 Bar Kiln
堺市北区 おばんざい わさび
堺市北区 旬彩ダイニングフルールエピ
堺市北区 Mocha Art Cafe
堺市北区 浪漫カフェ
堺市北区 喫茶ステップツー
堺市北区 WhiskyCat
堺市北区 CAFE&DINING BELLE
堺市北区 カラオケ酒場 いやせ
堺市北区 かぢどり
堺市北区 ラーメンウーパイ
堺市北区 酒処まさひろ
堺市北区 鳥きさんじ
堺市北区 旬菜簞ぽぽ、
堺市北区 鉄板居酒屋のりきち
堺市北区 マクドナルド中環大泉緑地店
堺市北区 じょうもん
堺市北区 焼き鳥 雷 北花田店
堺市北区 うれしの
堺市北区 かせぜん
堺市北区 串とら
堺市北区 さい楽
堺市北区 AYAMO CAFE
堺市北区 チャボ
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堺市北区 ＯＮＥＷＡＹ
堺市北区 スナックルージュ
堺市北区 ごちそう村堺なかもず店
堺市北区 カラオケミューズ
堺市北区 道（ろーど）
堺市北区 鉄板バール太陽
堺市北区 海王丸
堺市北区 居楽屋 白木屋
堺市北区 くいしん坊
堺市北区 SARI倶楽部
堺市北区 居酒屋もず一番
堺市北区 杉屋餃子
堺市北区 居酒屋 彦一
堺市北区 呑バル hana
堺市北区 NEPALI RESTAURANT BEBIKA
堺市北区 dry flower cafe CoCo
堺市北区 お好み焼 よしだ
堺市北区 GOD.
堺市北区 牛徳
堺市北区 麦一
堺市北区 旬彩酒 喰
堺市北区 eni-bru
堺市北区 レストラン レ・フレール
堺市北区 カラオケ喫茶 三喜
堺市北区 北海炉端MOZU別館
堺市北区 お弁当＆カフェ703
堺市北区 ひろみ
堺市北区 味彩倶楽部 久美
堺市北区 炭火焼鳥笑希
堺市北区 和牛処けーちゃん
堺市北区 くし若まる なかもず店
堺市北区 海鮮居酒屋うお松
堺市北区 くつろぎ酒場しろうちゃん
堺市北区 Glanz
堺市北区 木の実食堂
堺市北区 つくねバカ一代
堺市北区 季節料理 楽多
堺市北区 お魚酒場 鬼とと
堺市北区 MerryTree
堺市北区 percussion
堺市北区 スタミナラーメン力横綱
堺市北区 カラオケ喫茶銀
堺市北区 焼肉レストラン フタバ 北花田店
堺市北区 大衆居酒屋 ひろまる
堺市北区 レストランルプルミエ
堺市北区 マドモアゼル
堺市北区 Sダイニング
堺市北区 匠秀月
堺市北区 BAR BLIND OWL
堺市北区 麺屋もず
堺市北区 じゅげむ長助
堺市北区 歌声さかば まるた
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堺市北区 お好み焼き たんぽぽ
堺市北区 ほっこりカフェむん
堺市美原区 ラウンジ フローレンス
堺市美原区 ラーメン魁力屋美原店
堺市美原区 鹿児島ラーメン 真琴
堺市美原区 居酒屋 らくらく
堺市美原区 重
堺市美原区 Dogcafed&Bar mint
堺市美原区 イタリアンレストランPAC
堺市美原区 翔華
堺市美原区 焼肉銀ちゃん
堺市美原区 株式会社イーグル
堺市美原区 居酒屋ダイニングだるま
岸和田市 料理屋ゆう香
岸和田市 CHAKA  CHAKA
岸和田市 和み屋 昆野
岸和田市 お好み焼き・鉄板焼きOWL
岸和田市 焼肉 ひよし
岸和田市 raha
岸和田市 お好み焼きてっぱん焼きGutto
岸和田市 BAR SPINNA
岸和田市 田代食堂 深夜定食堂たっしぃ
岸和田市 STAY   FREE
岸和田市 よりあい処朋
岸和田市 たこ焼き たかし
岸和田市 osteria&pizzeriaのらりあん
岸和田市 てっぱんＳｅｓａｍｅ
岸和田市 new NIRO
岸和田市 ソルシエール
岸和田市 ヒカリ
岸和田市 辰美家
岸和田市 のみくい処しょーべぇ
岸和田市 お好み焼ちゃんちゃんこ
岸和田市 酒処ちょっと恋
岸和田市 スナックPRIDE
岸和田市 酒天
岸和田市 ちゃんこ鍋かじの
岸和田市 喫茶エンゼル
岸和田市 Joe
岸和田市 Floor
岸和田市 餃子の王将 南海岸和田店
岸和田市 とり焼き 旬鶏
岸和田市 活魚ヒロ
岸和田市 うまかもん貴桜
岸和田市 居酒屋 仁
岸和田市 お好み焼き一休
岸和田市 Jewel
岸和田市 アベニール
岸和田市 食酒 小麦
岸和田市 アムール
岸和田市 にぎわいや
岸和田市 鎌倉パスタ 岸和田店
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岸和田市 CHIPPER
岸和田市 ちょこちょこcafe
岸和田市 とりやす
岸和田市 TEPPAN BAR TACK'N ROLL
岸和田市 ちょうちん
岸和田市 カラオケハウス華苑
岸和田市 洋食焼き からすの
岸和田市 ＢＯＮＶＩＬＬＡＧＥＯＳＥＲ
岸和田市 季乃陣
岸和田市 わっ花
岸和田市 TAKOYAKIBARKARAKARA
岸和田市 toitoitoi.cafe&surf
岸和田市 旬鮮ごはん屋かも葱岸和田
岸和田市 お好焼戎
岸和田市 すまいる
岸和田市 日本料理うおり
岸和田市 とりひめ岸和田
岸和田市 お好み焼き 吉
岸和田市 酒房かんと
岸和田市 会津 田舎そば
岸和田市 ちょい呑みいち
岸和田市 鮨割烹匠
岸和田市 焼肉 みらく亭
岸和田市 たんたんたぬき
岸和田市 尾はこ
岸和田市 居酒屋 ぜんとら
岸和田市 ディープラウンジ
岸和田市 Bar dude
岸和田市 カラオケレインボーラパーク岸和田店
岸和田市 季節料理ひとゆし
岸和田市 呑喜
岸和田市 このみ家
岸和田市 スナック癒 
岸和田市 居酒屋らんかん
岸和田市 ステーキハウスボンヌール
岸和田市 とも
岸和田市 呑喰処 うすい亭
岸和田市 鉄板焼きどんちち
岸和田市 ラーメン横綱岸和田店
岸和田市 酒の肴 あがりや膳
岸和田市 ぷちゃん
岸和田市 Tapi de CoCo K
岸和田市 そば切り 八十八
岸和田市 酒肆dining鞍馬
岸和田市 Woo
岸和田市 焼鳥酒家やまや
岸和田市 焼肉慶金
岸和田市 カラオケころちゃん
岸和田市 Cafe and Bar Sonora 
岸和田市 しゃぶしゃぶ 正
岸和田市 一番 小松里店
岸和田市 お好み焼き まんまる
岸和田市 隠れ家 ひろとも
岸和田市 居酒屋喜色
岸和田市 Aries
岸和田市 ジンギスカン白樺
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岸和田市 大和家
岸和田市 お好み焼き 鉄板焼き ちっち
岸和田市 お好み焼き味美亭
岸和田市 鳥魚彩菜みのや
岸和田市 居酒屋濃才土
岸和田市 さぬきや
岸和田市 薩摩地鶏炭火焼きあすか
岸和田市 炭火焼肉香煙岸和田店
岸和田市 居酒屋とみや
岸和田市 ohana
岸和田市 居酒屋マルタカ
岸和田市 和酌和酌ひのきや
岸和田市 やきとり大吉 和泉大宮店
岸和田市 季節料理 安曇野
岸和田市 M&H
岸和田市 居酒屋 千春
岸和田市 寿し和
岸和田市 ラーメンハウス ヒロ
岸和田市 鉄板焼 重石
岸和田市 海鮮処椿
岸和田市 茶房 茶蔵
岸和田市 魚菜肉料理火男
岸和田市 韓国料理 KOREANA
岸和田市 窯焼き料理SOLUNA
岸和田市 AQUA
岸和田市 七豆菜
岸和田市 ASAダイニング カフェ
岸和田市 晴れる家
岸和田市 じもや
岸和田市 ラウンジ Franc.franc
岸和田市 呑み処 こと里
岸和田市 仁川
岸和田市 en
岸和田市 浜焼太郎岸和田店
岸和田市 Teppan HAMACHU
岸和田市 Ina's
岸和田市 Enak Point
岸和田市 すいか
岸和田市 昌平
岸和田市 一予
岸和田市 創作厨房はじめや
岸和田市 串酔処かねさん
岸和田市 ｃｉａｏ
岸和田市 居酒屋ＢａｒＭＫ
岸和田市 和風スナック静乃
岸和田市 旬彩dining sushi なかの
岸和田市 心和みキッチン茶が間
岸和田市 Chocotto
岸和田市 魚とおだし しずく
岸和田市 おきな
岸和田市 一品食堂和来和来
岸和田市 漁師家 幸
岸和田市 おかんの味ひろ
岸和田市 洋食浜の家
岸和田市 一条
岸和田市 うどんの庄福泉
岸和田市 焼肉 食道園
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岸和田市 レストラン シャンソニエ
岸和田市 たこ茂
岸和田市 酒肴家えがお
岸和田市 串処 源よし
岸和田市 power
岸和田市 cucina TENTO
岸和田市 カラオケ順
岸和田市 居酒屋まっちゃん
岸和田市 Iris
岸和田市 レニー
岸和田市 居酒屋らんかん
岸和田市 すしん坊
岸和田市 スナック 玉季
岸和田市 亀十料理店
岸和田市 じゃんぼ酒場岸和田駅前店
岸和田市 Karaoke bar for you 
岸和田市 お好み てっぱん焼 ここち
豊中市 cafe  dining かや
豊中市 ステーキハウスウエダ
豊中市 シチフクジン
豊中市 紫野
豊中市 一柳斎玄庵
豊中市 居酒屋 はる久
豊中市 Little Pine
豊中市 カラオケ喫茶 シューター
豊中市 義八
豊中市 LOVE
豊中市 Girls Lounge SNI48
豊中市 ロッソ豊中ロマンチック街道店
豊中市 shotbar？CINQ
豊中市 串揚げ・焼き鳥ダイニング串ろまん
豊中市 串もんや りょうちゃん
豊中市 喫茶＆BARドンガバチョ
豊中市 大亀
豊中市 浜焼太郎豊中庄内店
豊中市 庄内ブルース＆ライブバー ルーズ
豊中市 BAR DOGGY POND
豊中市 居酒屋ポエム
豊中市 鉄板ダイニング 桜亭
豊中市 La cuisine francaise KAMIKAWA 
豊中市 お好み焼juju
豊中市 ＣＨＡＴＡＳＯ
豊中市 美味旬彩 塩井
豊中市 Bar smile
豊中市 たよし千里店
豊中市 イタリア酒Bar ドロップイン
豊中市 鳥処  やどりぎ
豊中市 肉うどんの丸十
豊中市 ナガサキの鐘豊中店
豊中市 Bar Oasis
豊中市 IL CONCERTO
豊中市 肉処倉 豊中店
豊中市 鉄板焼れすとらん中はら
豊中市 Bar Reset
豊中市 くしかつ常楽
豊中市 来来亭豊中夕日丘店
豊中市 スナック夢二
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豊中市 十津川
豊中市 天座
豊中市 ジーフードレストガレージ
豊中市 カラオケ居酒屋 かよちゃん
豊中市 居酒屋 媛ちゃん
豊中市 スナック ユサ
豊中市 らんらん亭
豊中市 ここや
豊中市 こだわり焼鳥とおいしいお酒 森仁、
豊中市 寿司たく
豊中市 WINE DINING Kuerpo
豊中市 呑み処昌太
豊中市 gite
豊中市 PIZZERIA  GETTEN
豊中市 家庭料理とお酒 亜木
豊中市 イタリア食堂diritto
豊中市 焼肉ハウス たかみ
豊中市 サンチョパンサ
豊中市 ドル
豊中市 丸十寿司
豊中市 中華料理美梅
豊中市 まるみ屋
豊中市 ステーキハウス華
豊中市 旬菜手羽八歩
豊中市 IL pulcina
豊中市 BAR Koinobori
豊中市 Cafe Bar Rail side
豊中市 電撃酒場ＧＯＲＩ
豊中市 起世
豊中市 らーめん大宝軒
豊中市 お食事処丸まる
豊中市 リストランテ チェレスティーナ
豊中市 一八
豊中市 京料理木村
豊中市 有限会社マキノ酒店 立呑処マキノ
豊中市 居酒屋ごがつなのか
豊中市 立ち呑みやっちゃん
豊中市 NightBarGINO
豊中市 和のごちそう 岳獅
豊中市 居酒屋 夢
豊中市 ＯＫＯＮＯＭＩＹＡＫＩ ＳＨＡＫＵ
豊中市 天プラらっきー
豊中市 四季おがさわら
豊中市 カラオケサロン フェアリー
豊中市 ラ ターブル ド クラージュ
豊中市 千里百番
豊中市 KAIKA
豊中市 つどい
豊中市 ナマステエベレスト 庄内店
豊中市 BAR OFF
豊中市 つくも
豊中市 CASUAL BAR KITEYA
豊中市 B-ambitious
豊中市 美味旬菜 釈
豊中市 DUCKHOOK
豊中市 名代とんかつ かつくら京都三条（大阪国際空港店）
豊中市 肉バル２９ヤネン
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豊中市 和食屋喜助
豊中市 bar + music home
豊中市 喫茶エンジェル
豊中市 創作串焼き AKANBEE
豊中市 居酒屋繁
豊中市 ヒカリ珈琲
豊中市 仲店
豊中市 串勝屋
豊中市 天婦羅居酒屋西むら
豊中市 創作料理おばんざいきむら
豊中市 炭火焼地鶏料理きたろう
豊中市 とんかつますもと
豊中市 スナック向日葵
豊中市 蕎麦藤
豊中市 ショットバーリー
豊中市 ニューリトルインディア
豊中市 天ぷら 山﨑
豊中市 中華そば 三代目 さかえや
豊中市 串梅香
豊中市 カトマンドゥ
豊中市 樂八 庄内駅前店
豊中市 ALSO
豊中市 スナックＭＩＪＩＮ
豊中市 もくもく亭 豊中店
豊中市 焼肉三品
豊中市 NightBarViVi
豊中市 マルショウ
豊中市 おばんざいとお寿司 こばやし
豊中市 我巣灯
豊中市 レストランムース
豊中市 炭火焼肉眞瀬
豊中市 スナッ区２３
豊中市 千里菫
豊中市 たきち
豊中市 和味処 美濃田
豊中市 BAR三丑
豊中市 トラットリアサルーテ
豊中市 KHUSHI KHUSHI
豊中市 南蛮食堂服部天神駅前店
豊中市 鶏と野菜と人の和 煖
豊中市 たすく
豊中市 ホルモン天国
豊中市 酒蔵 えるく
豊中市 ダイニングバーとまと
豊中市 うを浅
豊中市 居酒屋蛮酌
豊中市 居酒屋春夏あきない冬
豊中市 カラオケcafeトコ夏
豊中市 barsuke
豊中市 平城園
豊中市 龍の餃子
豊中市 Oyster house Kai
豊中市 旬楽彩うめ小町
豊中市 衣
豊中市 お好み焼 味幸
豊中市 北川水産 海風
豊中市 ShotBar J
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豊中市 パパアンジェロ
豊中市 スンドゥブ専門店K.A.M
豊中市 Rice hug
豊中市 中華そば しゅんのすけ
豊中市 ペッパーミル
豊中市 焼肉三太三国店
豊中市 ＤＩＮＩＮＧふぁむ
豊中市 PARIWAR
豊中市 牛肉商牛旬三郎曽根店
豊中市 呑歌
豊中市 らうんじ階
豊中市 串ひろ
豊中市 それなり
豊中市 わがまま
豊中市 居酒屋新新
豊中市 立呑み まえざわ
豊中市 おでん居酒屋きたはま
豊中市 秀吉
豊中市 三田屋本店豊中店
豊中市 寿司上野坂
豊中市 酒処赤ちょうちん
豊中市 TheeFoodRestぶらり
豊中市 寿司処 味喜
豊中市 晴れ、時々、鳥
豊中市 焼肉ほたる翔
豊中市 味福
豊中市 博多ラーメンげんこつ 豊中南店
豊中市 美由起鮨
豊中市 MJ
豊中市 鱻 寅次郎
豊中市 生パスタの店felice
豊中市 獅子道らーめん
豊中市 とり長
豊中市 ちょび呑みちょい食べふう
豊中市 birichini
豊中市 お好み幸房 和楽
豊中市 key
豊中市 呑み処 はぎ
豊中市 チョアヨ
豊中市 カフェ＆レストラン みうらんど
豊中市 shotbar 4out
豊中市 炭火焼肉 但馬屋
豊中市 韓国料理焼き肉コッテジ
豊中市 Thee Food Rest 2nd
豊中市 BOSS
豊中市 中国郷菜 壺厨天
池田市 炭火焼鳥 銀のカメレオン
池田市 炭火焼鳥専門店 陽の鶏 石橋店
池田市 パウオレ
池田市 BARオルガン
池田市 カミナリ酒店 池田店
池田市 麺や凛
池田市 大吉池田店
池田市 沖縄居小屋
池田市 松前
池田市 NITE KLUB RUDY
池田市 不死王閣
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池田市 かしわ処 滋久
池田市 珈琲所 コメダ珈琲店 阪急石橋駅前店
池田市 鳥鳥 石橋店
池田市 鳥鳥（とっと）池田店
池田市 チカバル   Arriba!
池田市 BUTASAN
池田市 無煙炭火焼肉 晃
池田市 日常酒飯事わこう
池田市 平成麺業
池田市 じゅじゅ庵石橋店
池田市 フォーシーズン
池田市 串かつ最善
池田市 お食事処ふじた
池田市 中国小皿料理 彩七
池田市 中華料理白鳳
池田市 Ambiente
池田市 ラウンジMiki
池田市 ALFA
池田市 串ダイニングてっぺん
池田市 桜喜
池田市 カラオケ ドリーム
池田市 ラーメン一大事
池田市 カミナリ酒店
池田市 ガンガマハル石橋店
池田市 喫茶スナックオンリー 
池田市 弥栄いやさか
池田市 ラヴィーダ
池田市 レディーブルース
池田市 串かつまつり 池田駅前店
池田市 かつれつ亭
池田市 ライオンカレー石橋店
池田市 珈琲家シュエット
池田市 cucina Hiro keyaki
池田市 炭火焼鳥 喜のかこい
池田市 サバニー
池田市 照の家
池田市 もんじゃ焼ひろちゃん
池田市 ごん兵衛 石橋店
池田市 カラオケ ルナール 
池田市 HAPPY TODAY
池田市 Louge Bar Seven
池田市 bamboo
池田市 屋台風かすうどんかすまる池田店
池田市 立ち呑みの虎
池田市 タリーズコーヒー阪急石橋
池田市 みやぎ屋 本店
池田市 焼肉壱番太平樂池田店
池田市 池田銀なべ
池田市 ＪＥＷＥＬＵＮＡ
池田市 カレーハウスココ壱番屋阪急池田駅前店
池田市 ホルモンブルズ
池田市 歩絵夢
池田市 Chou＊Chou
池田市 哇哇
池田市 ステーキリバーベ 石橋店
池田市 鳥み堂
池田市 酒肴商店アジト
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池田市 居酒屋だるま
池田市 和 せいりゅう
池田市 中華料理 天鳳
池田市 野沢屋
池田市 いづつや
池田市 パン工房フォーゲル
池田市 旬彩美食 武蔵
池田市 nobana
池田市 MIYAMA
池田市 旬家
池田市 むげん
池田市 カジュアルスナックAbout
池田市 一品料理えんや
池田市 カラオケ喫茶ラピス
池田市 BAR pulmo
池田市 ジョニーのからあげ 石橋駅前店
池田市 KomSTAND
池田市 DARTS BAR JACKAass
池田市 たこ焼き酒場 たこいち
池田市 Italian Bar Felice
池田市 炭火焼肉 華苑
池田市 焼肉 ホルモン 石大
池田市 Breeze
池田市 カラオケ３０４ 石橋店
池田市 ラウンジ アーバン
池田市 四川料理 長光
池田市 酒房がんがら
吹田市 寿司  花車
吹田市 m's kitchen
吹田市 カラオケライブ 北千里駅前店
吹田市 喫茶ドンキー
吹田市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 トナリエ南千里店
吹田市 ラウンジCOCO
吹田市 カラオケバーわーわ
吹田市 ロッソ江坂店
吹田市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 吹田豊津店
吹田市 ステーキ.com
吹田市 カラオケ喫茶 花風蘭
吹田市 GOOD ENOUGH DINER
吹田市 家族亭 南千里店
吹田市 一品料理 山川
吹田市 ハッケン酒場関大前店
吹田市 スナックみさこ
吹田市 今日しかない江坂
吹田市 てんぐ
吹田市 ハピネスプーン
吹田市 いっぷく処 わか
吹田市 炭火串焼 梅澤
吹田市 駅うどん吹田
吹田市 焼肉たまき 吹田店
吹田市 炭.style
吹田市 やきとり一心
吹田市 new S cafe ニュースカフェ
吹田市 肉バルガブット 吹田店
吹田市 COHAMA
吹田市 ラーメン蓮
吹田市 肉処倉 吹田グリーンプレイス店
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吹田市 すずらん
吹田市 焼鶏誠
吹田市 shotbar RAINFOREST
吹田市 中国料理太志傳
吹田市 極楽湯吹田店
吹田市 牛角吹田上山手店
吹田市 ごますりとんかつさんき
吹田市 楽楽 豊津店
吹田市 ミニラウンジチャップリン
吹田市 元町カレー
吹田市 料理とお酒晴ル
吹田市 まるとラボ
吹田市 Bocci de Birra 
吹田市 intime
吹田市 鳥べえ
吹田市 たこ家道頓堀くくる 万博記念公園店
吹田市 DiP RASNA吹田
吹田市 花菱
吹田市 LUSTY
吹田市 スパゲッテリアマッキーdi HAYASHIDA
吹田市 鎌倉パスタ Ｄｅｗ阪急山田店
吹田市 長崎ちゃんぽん十鉄 大阪吹田店
吹田市 中華バイキング 第一楼
吹田市 南国飯店ぬまやー
吹田市 千一
吹田市 スナック千里の駅
吹田市 横浜家系ラーメン憲兵家
吹田市 和ダイニング笙
吹田市 葉みんぐばーど
吹田市 シャイニングストーン
吹田市 GALLERY X CAFEBAR ケセラ
吹田市 RAPPORTI
吹田市 寿屋 コトブキヤ
吹田市 まる
吹田市 家族寿司浜
吹田市 ブルードルフィン
吹田市 very
吹田市 Bar SEVEN
吹田市 スナックうさぎ
吹田市 一品料理 みか
吹田市 ipsilon
吹田市 Ange
吹田市 江坂平城園
吹田市 ままや
吹田市 bistro Sango
吹田市 玄品吹田
吹田市 とんかついなば和幸江坂店
吹田市 ラウンジファースト
吹田市 立ち呑み酒場ななを
吹田市 かつアンドかつ紫金山公園店
吹田市 だんだん
吹田市 居酒屋GORO
吹田市 ＩＣＨＩＲＩＫＩ
吹田市 ケンタッキーフライドチキン吹田店
吹田市 食の彩豊恋想
吹田市 炭焼料理ちさと
吹田市 居酒屋ここ
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吹田市 旬魚菜 磯一 山田店
吹田市 Volare
吹田市 栄すし
吹田市 COCO
吹田市 酒と肴 カキツバタ
吹田市 真
吹田市 勝真
吹田市 魚介スタンドPOLPO
吹田市 魚神
吹田市 旬菜ぎんいちりん
吹田市 わがまま仲仁志
吹田市 ライブ＆バーGaro
吹田市 nasaran (ナサラン）
吹田市 旬の環
吹田市 レストランチルコロ
吹田市 立呑み 十刻者
吹田市 あっけら缶
吹田市 吹田中央ビリヤード
吹田市 金車
吹田市 カラオケモノトーン 千里店
吹田市 PRONTO パークサイド江坂店
吹田市 寿司・肴・日本酒 しんなり
吹田市 中華料理珉宝
吹田市 イタリア酒場BAR ZINHO
吹田市 とよつ 壱や
吹田市 旬彩天つちや
吹田市 魚と地酒 元屋
吹田市 MASALA KITCHEN
吹田市 mini cafe COUNTRY MAN
吹田市 味ごころ 僖楽
吹田市 パリワール江坂店
吹田市 バルベラ
吹田市 バーブンブン
吹田市 ラーメン工藤
吹田市 ななまる食堂
吹田市 酒宵坂 仲りぃ
吹田市 Maiido Due-B 
吹田市 大衆酒場 順
吹田市 吹田穂波町酒場 情熱ホルモン
吹田市 旬家
吹田市 Back Street CORE
吹田市 Petit  Madam
吹田市 広島お好み焼 よしだや
吹田市 レコンフォルテ
吹田市 韓食トントン
吹田市 Soul Kitchen
吹田市 そば居酒屋凛
吹田市 寿司・居酒屋 万両
吹田市 洋食キッチンFAMILLE
吹田市 シェルター（SHELTER）
吹田市 member's輪舞曲
吹田市 五六八食堂
吹田市 旬菜 柚
吹田市 T-house
吹田市 酒麵きっしゃん
吹田市 ALFIES BAR
吹田市 酔笑庵ぽんぽ
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吹田市 えん
吹田市 和食英
吹田市 そばよし庵江坂店
吹田市 CLUBCHAINON
吹田市 呑み食い処 鉄ちゃん
吹田市 家庭料理 ほざな
吹田市 焼肉 薩摩
吹田市 手打ちうどん讃岐
吹田市 うどん処麦一
吹田市 居酒屋まえもと
吹田市 SNACKちえ
吹田市 居酒屋 ろくちょう
吹田市 泉平
吹田市 鶏炭火焼きうえ田
吹田市 家族亭江坂店
吹田市 ミスタードーナツJR吹田店
吹田市 スナック翔
吹田市 ベトナムレストランカフェ カムオーン
吹田市 カラオケ 酒都
吹田市 PIZZERIA CALORE
吹田市 ラウンジ姫
吹田市 お母さんの味たんぽぽ
吹田市 壺天
吹田市 Tiger Cocco
吹田市 カラオケ喫茶ひばり
吹田市 Pine Village
吹田市 ラウンジアリエス
吹田市 欧和食・鉄板焼Nakagawa
吹田市 ＰＯＲＴ ＬＵＺ （ポルト ルーシュ）
吹田市 有限会社 フィッシュカンパニー
吹田市 若葉屋
吹田市 焼肉工房いやしん坊
吹田市 森のカフェ&ハンドメイド工房Bande
吹田市 寿し久
吹田市 多幸や
吹田市 フレンド
吹田市 お好み焼きSHOPつくも
吹田市 GO.ST
泉大津市 寿司りょう
泉大津市 ほっこり酒場 らん
泉大津市 酒房 枡
泉大津市 居酒屋福ちゃん
泉大津市 ダイアモンドムーン
泉大津市 焼き鶏ラタン
泉大津市 焼肉鈴輝
泉大津市 Ja × Ja House
泉大津市 guest room パール（ゲストルームパール）
泉大津市 創作鍋料理吉
泉大津市 与助
泉大津市 とりや
泉大津市 たこ焼き天狗庵
泉大津市 BRIDGE
泉大津市 個室麺屋ひいらぎ泉大津店
泉大津市 酒場 ダイニング しん
泉大津市 割烹 角わき
泉大津市 スナック玲子
泉大津市 肴、一品料理 だんだん。
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泉大津市 天ぷら 瞬
泉大津市 中華料理天安
泉大津市 太郎寿司
泉大津市 鉄板ばる Furufuru食堂
泉大津市 たこ焼きＢＡＲぶぅー
泉大津市 焼肉 すぎやま
泉大津市 串かつ粋勝
泉大津市 やきとり大吉泉大津アルザ通り店
泉大津市 にぎわいや
泉大津市 めんya 伊勢家
泉大津市 こなモン大王
泉大津市 韓国館
泉大津市 RICOLAMA
泉大津市 カラオケ道標
泉大津市 庄ちゃん寿司
泉大津市 MauLoa
泉大津市 とんかついなば和幸泉大津店
泉大津市 牛串焼 昭和屋
泉大津市 カラオケあむりる
泉大津市 ESPOIR
泉大津市 ティアラカフェ
泉大津市 カジュアルフレンチエスポート
泉大津市 日本料理白水
泉大津市 炭火焼き けいじ
泉大津市 Luce
泉大津市 呑気屋
泉大津市 焼肉 千福
泉大津市 MICKEY'S BAR
泉大津市 お好み焼き 居酒や 園
泉大津市 沖寿司
泉大津市 すーさんのインドカレー泉大津店
泉大津市 風雷
泉大津市 BAR JourneY
泉大津市 Lipss
泉大津市 串かつしんや
泉大津市 ありんこ食堂
泉大津市 Arinko ありんこ
泉大津市 花扇
泉大津市 お好み焼き 三平
泉大津市 Marin マリン
泉大津市 中国料理工房三好
泉大津市 おでん処 あゆみ
泉大津市 大衆割烹久留米
泉大津市 グラッツィエ
泉大津市 TOMAS？
泉大津市 五月
泉大津市 ル・クール
泉大津市 焼肉 伽倻
泉大津市 ルチルクォーツ
泉大津市 碧Aoi
泉大津市 季節料理よこ山
泉大津市 喫茶 ポロン
泉大津市 喫茶軽食もりた家
泉大津市 DEKOBOKO凸凹
泉大津市 味のより道 有ぞの
泉大津市 有貴屋
泉大津市 酒菜処まとや
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高槻市 Moet chez
高槻市 あまえんぼう
高槻市 Luana
高槻市 肉バル＆ダイナーJajaja
高槻市 らふ
高槻市 とん平
高槻市 ミルキーウェイ
高槻市 ファンタジーBARカメレオン
高槻市 和ダイニング四季彩々
高槻市 JAM
高槻市 Bar Blackflag
高槻市 藤
高槻市 Bar KinoPy
高槻市 鳥せゑ高槻店
高槻市 スナックいとこ
高槻市 スナックハレハレじぃーばぁー
高槻市 串焼き炙
高槻市 鉄板鍋焼肉一心
高槻市 鉄板串焼串すけ
高槻市 プルメリアリゾート
高槻市 幸藏Jr
高槻市 らぁめん甚
高槻市 花満円高槻店
高槻市 さくら
高槻市 お座敷barぐっさん
高槻市 サマサマ
高槻市 吉鳥JR高槻駅前店
高槻市 オースバー
高槻市 小龍飯店
高槻市 天佑
高槻市 居酒屋あまえんぼうグリーンプラザ店
高槻市 お食事処 松
高槻市 cats gate
高槻市 膳
高槻市 Lamitie
高槻市 焼鳥 丹波路
高槻市 居酒屋希ＳＡＫＵ／串カツ一穂
高槻市 Bar Build 
高槻市 Cafe&BarCATALPA
高槻市 焼肉幸蔵
高槻市 ワインダイニングなかむら屋
高槻市 自家製麺穂の香高槻アルプラザ店
高槻市 オイスターバルシェルアンドシュリンプ
高槻市 ゆいまーる
高槻市 海の家 パイレーツ
高槻市 たきび家
高槻市 檸檬樹529
高槻市 焼肉たかつきレバー 富田店
高槻市 midstream
高槻市 立ち飲みBAR串磨磋
高槻市 ル，シェール
高槻市 びすとろほり伊
高槻市 高槻カジュアル酒場 出口屋
高槻市 浪花ひとくち餃子チャオチャオ阪急高槻店
高槻市 Ｌittle Tree
高槻市 イシダコーヒー
高槻市 炭火焼肉ぎゅうぎゅう
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高槻市 CalmHome
高槻市 ジュリアナ
高槻市 美十路
高槻市 カフェソラーレ高槻アクトアモーレ店
高槻市 高槻いし川
高槻市 たこ焼き ええやん。
高槻市 ショットバーラッシー
高槻市 喫茶カラオケぬー
高槻市 ナッシュビルウエスト
高槻市 本格熟成うどん 一期一麺
高槻市 けいぼうｓキッチン
高槻市 手打ち蕎麦花の里あら木
高槻市 鉄板焼 とらよし
高槻市 bar nightspot K
高槻市 沖縄ダイニング 美ら彩
高槻市 焼鳥 佐藤
高槻市 ベルフォーレ
高槻市 久志屋
高槻市 真・一文字
高槻市 ポムの樹 高槻阪急店
高槻市 Cafe&Bar 8
高槻市 etoile
高槻市 福田バー
高槻市 ねき
高槻市 岡嶋
高槻市 希望軒 高槻店
高槻市 SAMAR
高槻市 イタリア料理ピオッジャ
高槻市 I campi
高槻市 喫茶トミヤ
高槻市 日本料理 味源
高槻市 ｆｕｍｏ
高槻市 the club V.I.P.
高槻市 高崎流クリエイティブキッチン道場摂津富田店
高槻市 バンガロール
高槻市 Namaste Everest 富田店
高槻市 Shot Bar Tale
高槻市 MICHINORI
高槻市 BAR  HAーCHAN
高槻市 BAR  ISLAY
高槻市 さふらん駅前本店
高槻市 ビッグエコー高槻中央店
高槻市 バーアミティエ
高槻市 サウンドJ阪急富田駅前店
高槻市 Makale'a
高槻市 鳥福
高槻市 居酒屋しあん
高槻市 料理家三
高槻市 中華ラーメンはなさく
高槻市 ワイン酒場Ebisu
高槻市 寿司栄
高槻市 カラオケスナック星
高槻市 ひろ
高槻市 居酒屋 宴家
高槻市 ジーラソーレ
高槻市 new style club chaos
高槻市 WhiteGold
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高槻市 ごえん
高槻市 ふぐ義
高槻市 ＣＨＲＯＭＥ １
高槻市 にん・にん＆桃莉
高槻市 居酒屋いっぽ
高槻市 フランス料理店 ポン・マリー
高槻市 diningbar Aria
高槻市 美かさ
高槻市 やす平
高槻市 味のふところへんみ
高槻市 地鶏居酒屋月の家
高槻市 ちょうすけ
高槻市 串家物語アル・プラザ高槻店
高槻市 居酒屋からさき
高槻市 チャンチ高槻店
高槻市 夢さき
高槻市 あぶり肉丼 えんじゅう屋
高槻市 Bicchiere
高槻市 びっくりドンキー高槻店
高槻市 Bar Agit
高槻市 梶平
高槻市 蠣鯖人酒 宇久
高槻市 盤石
高槻市 エムズベルベット
高槻市 BEE HOUSE
高槻市 天神の湯 茶の間
高槻市 スナックピエロ
高槻市 Brasserie24c
高槻市 Vipspot Roman
高槻市 ILLGirlsbarGeneRic
高槻市 合鴨専門店香春
高槻市 STEAK-KAPPO  TSUKI
高槻市 炭火串焼 はなきりん
高槻市 Bar CASK
高槻市 Dolls
高槻市 とっぱん
高槻市 居酒屋恵
高槻市 旬菜花ごよみ
高槻市 エノテカ イデンティタ
高槻市 居酒屋幸蔵
高槻市 和洋居酒屋おれん家かわさき屋
高槻市 ひでとら
高槻市 TONDAMACHI CAFE
高槻市 やきとり大吉高槻病院前店
高槻市 居酒屋金木犀
高槻市 epi  Italian&French
高槻市 鳥ばやし
高槻市 bar twig
高槻市 GirlsBar FIVESTAR
高槻市 燈々庵
高槻市 PASTA COVO
高槻市 大阪王将高槻南店
高槻市 居酒屋 和吉
高槻市 HIDEAWAY
高槻市 cafedining Comodo
高槻市 THE MOM
高槻市 和の遊食 かい

34 / 46 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6月17日公表分）

高槻市 お好みの焼き っぽい
高槻市 やってまんがな４４
高槻市 Beer&Coffee 月
高槻市 スナック チュチュ
高槻市 すなっく十五夜月
高槻市 ハミングバード
高槻市 スタミナ百番
高槻市 ぢどり亭高槻店
高槻市 Restaurant えい参
高槻市 美人湯 祥風苑
高槻市 王将フードサービス阪急高槻店
高槻市 つかさ
高槻市 あじとみ
高槻市 カラオケ岡ちゃん
高槻市 稲田寿司
高槻市 溢彩流香
高槻市 スナック 鴉
高槻市 寿司処くま川
高槻市 フォビーズ
高槻市 旬菜厨房中中
高槻市 dejavu
高槻市 けんくら
高槻市 BAR DONAI
高槻市 セピア
高槻市 焼肉 こころ亭
高槻市 VULCANO
高槻市 あけぼの寿し
高槻市 BAR OZ
高槻市 王将フードサービスＪＲ高槻店
高槻市 幸蔵上牧店紬季
高槻市 のらや高槻店
貝塚市 なにわ勝兵衛 貝塚店
貝塚市 居酒屋いっすい  
貝塚市 たこ作
貝塚市 パサトーレ
貝塚市 コーヒーカルム
貝塚市 居酒屋 富士見屋
貝塚市 Darts and Bar Hola
貝塚市 酒と肴あべちゃん
貝塚市 和幸寿司
貝塚市 スナックバーAMERICA
貝塚市 新鮮鳥焼き ぼんじり貝塚本店
貝塚市 アダムジュニア
貝塚市 遊食処味彌
貝塚市 旬彩 あじと
貝塚市 スナックかりん
貝塚市 すなっく まめ
貝塚市 カラオケスタジオ ニューロマン
貝塚市 居酒屋渉人
貝塚市 やす
貝塚市 はなれ
貝塚市 お好み焼屋 銀の卵 二色浜店
貝塚市 和歌山ラーメン 紀一
貝塚市 焼肉やっちゃん
貝塚市 ウマウマ
貝塚市 炭火焼肉 旨喰屋
貝塚市 ピカ一
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貝塚市 カラオケ喫茶赤トンボ
貝塚市 焼肉屋 味乃里
貝塚市 喫茶グラン
貝塚市 茶庵 蔦
貝塚市 居酒屋きまま
貝塚市 手打ち蕎麦仙太郎
貝塚市 凱旋門
貝塚市 かさご食品工業
貝塚市 やきとり大吉貝塚店
貝塚市 うろん屋 照
貝塚市 有限会社水間ゴルフクラブ食堂
貝塚市 葉月
貝塚市 モスバーガー 貝塚店
貝塚市 カフェダイニング海
貝塚市 和食酒場佑星
貝塚市 キッチンはっぴー
守口市 vogue
守口市 今日亭守口店
守口市 葡萄屋
守口市 そば司 理
守口市 長崎ちゃんぽんとまと
守口市 Lamode
守口市 味肴房田
守口市 kitchen buzz
守口市 和風居酒屋在所
守口市 Fresh Fruit Bar Hua
守口市 夢千里
守口市 Actress
守口市 一品料理 吉祥
守口市 うまいもん家 繋-TSUNAGU-
守口市 やきにく処樹樹
守口市 美食美酒柿右衛門
守口市 ラエスペランサ
守口市 海鮮居酒屋 蔵
守口市 風和り
守口市 音羽
守口市 ファジィー
守口市 お茶処わん
守口市 日本酒の店 一合
守口市 スナック颯
守口市 かっぽう味平
守口市 喫茶 シャトウ
守口市 クリンク千恵
守口市 スナック 凛
守口市 食堂タイタン座
守口市 バール  ジェニオ
守口市 花のれん
守口市 バー皐月
守口市 遊びBar Funkey
守口市 鉄板中むら
守口市 喫茶 紫苑
守口市 やぐら寿司
守口市 焼肉居十汎
守口市 カラオケひまわり
守口市 NAKASONE 
守口市 とんかつ小豚
守口市 居酒家 土間土間守口店
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守口市 くるみ
守口市 One
守口市 スナックFIT
守口市 メリディアン
守口市 トライアングル
守口市 両替屋
守口市 鳥工房
守口市 ちょい飲みざこば
守口市 つぼみ
守口市 HACHI
守口市 パブスポットしばふ
守口市 鶴橋風月イオンモール大日店
守口市 呑み食い処 匠や
守口市 Eyes
守口市 七輪焼肉 あけぼの食堂
守口市 釜揚げうどんやしま守口本店
守口市 おばんざい さんかく
守口市 Ace
守口市 かおる
守口市 JEWEL
守口市 HEMP
守口市 上等カレー×得正イオン大日店
守口市 こたいち
守口市 ニコルクラブ
守口市 ちえの林檎
守口市 カラオケ酒場さかえ
守口市 LIPIJA
守口市 SEASON(シーズン)
守口市 居酒屋上ちゃん
守口市 清修庵 イオンモール大日店
守口市 相撲茶屋 琴櫻
守口市 炭火焼kitchen美
守口市 お好み焼 やまもと
守口市 鉄板焼酒場 力
守口市 BISTRO NANMO
守口市 太子橋酒場 情熱ホルモン
守口市 Bistro Uno-un
守口市 ガブ飲みバルMotti
守口市 FOUR SEASON
守口市 Re・Set
守口市 居酒屋田川
守口市 焼鳥はじめ
守口市 カラオケバービィ
守口市 花まる亭
守口市 焼肉味庵
守口市 Rady
守口市 カラオケ喫茶＆スナック ちこ
守口市 カラオケ歌心
守口市 カラオケ喫茶スナック ありあけ
守口市 大阪王将 土居店
守口市 吉酔
守口市 華ゆりね
守口市 居酒屋 みつ岡
守口市 明後日 asatte
守口市 スナック 彩
守口市 ふーチャンラーメン
守口市 彩
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守口市 桂
守口市 のんちゃん
守口市 焼肉やっちゃん
守口市 うどん屋こぞう
守口市 QUATTRO
守口市 お好み焼 千草
守口市 炭火焼肉伸樂園
守口市 ダンススタジオ＆バーRJ
守口市 居酒屋 ゆーみん
枚方市 Cucina Fratello
枚方市 dining bar cantata
枚方市 海賊
枚方市 Bar酒家
枚方市 カフェバー&カラオケ・あん
枚方市 和季あいあいえん
枚方市 カラオケ喫茶りおん
枚方市 パパイヤ タイ食堂
枚方市 海鮮花田
枚方市 ポムの樹 くずはモール店
枚方市 喫茶 珈織
枚方市 卯智優
枚方市 Free style bar 福
枚方市 旬菜スタンド てんてん
枚方市 気まぐれ
枚方市 割烹藤
枚方市 三代目たくちゃん牧野店
枚方市 せりな
枚方市 美ら海
枚方市 磯っ子
枚方市 天下一品くずは店
枚方市 京正寿司
枚方市 TAYUU
枚方市 居酒屋 隠れ処
枚方市 炭火焼肉 えん
枚方市 Charo
枚方市 すし処 たかの
枚方市 中尾商店
枚方市 ZERO
枚方市 worlds end
枚方市 Cross Road
枚方市 家族亭
枚方市 三代目たくちゃん 星ヶ丘店
枚方市 カラオケ喫茶HAPPY
枚方市 炭火焼鳥 八金亭
枚方市 駒
枚方市 三代目たくちゃん
枚方市 創作料理わだ
枚方市 トラットリア リベロ コータロー
枚方市 カラオケビックRRR
枚方市 焼肉黒江
枚方市 赤玉ラーメン
枚方市 ラーメンあおやま
枚方市 居酒屋 まめやん
枚方市 和菜おか蔵
枚方市 居酒屋Bar ViVA
枚方市 鎌倉パスタ くずはモール店
枚方市 壱心
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枚方市 えーす
枚方市 肉料理 黒麒麟
枚方市 京都餃子の王将樟葉店
枚方市 活魚と日本料理 和楽心枚方店
枚方市 アミューズメントバーアクセスポイント
枚方市 カラオケ喫茶あすか
枚方市 炭火やきとり 炭一
枚方市 ピッツェリアラックエドット
枚方市 ごはんダイニングshinka511
枚方市 寿司すずな
枚方市 シャイング
枚方市 レストラン西本
枚方市 立ち飲み処 酒倉
枚方市 スナック凛
枚方市 居酒屋ぼーちゃん
枚方市 麺麓
枚方市 食美人
枚方市 喫茶Jin
枚方市 スナックマジョリカ
枚方市 酒房 よしむね
枚方市 一品料理 茶々
枚方市 和-Dining 蔵
枚方市 寿し昌
枚方市 三代目たくちゃん長尾駅前店
枚方市 いっぱいらーめん
枚方市 炭火焼肉 大起園
枚方市 サロン・ド・K
枚方市 Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ鎌倉
枚方市 とんかついなば和幸京阪枚方店
枚方市 スナック  Cherry
枚方市 ととりや
枚方市 スナックkei
枚方市 お好み焼 マツモト
枚方市 Snack  Reve
枚方市 ナマステダワラギリ
枚方市 Bar O-BBA
枚方市 名代とんかつ かつくら京都三条（くずはモール店）
枚方市 カフェテラスマミー
枚方市 隠れ家月光
枚方市 覇王樹
枚方市 ＠八喜屋
枚方市 スナック千と月
枚方市 カラオケストーク
枚方市 Glitter
枚方市 喫茶＆スナック 花恋
枚方市 焼肉処 和み
枚方市 一品料理 はなとり
枚方市 フィール
枚方市 寿し健
枚方市 アジュール
枚方市 ダイニング 槐
枚方市 マーレ
枚方市 CHA CHA
枚方市 鉄板居酒屋TOMMY
枚方市 蛸ちゃん丸
枚方市 四万十寺田屋
枚方市 ラウンジR.e.x
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枚方市 やきとり大助
枚方市 カッポウユウナ
枚方市 居酒屋まつ
枚方市 れんと
枚方市 ラーメン横綱枚方店
枚方市 立呑処兄やん
枚方市 辻よし
枚方市 3.cafe
枚方市 鰻彩のとや
枚方市 お晩菜 なみさん
枚方市 生麺焼そばこなひろ
枚方市 家庭料理 百花
枚方市 スナック凜
枚方市 居酒屋立山
枚方市 居酒屋八五郎
枚方市 スナック響
枚方市 カレー喫茶エルディオス
枚方市 枚方池之宮酒場 情熱ホルモン
枚方市 喜えん
枚方市 八剣伝 長尾駅前店
枚方市 頑ばりや
枚方市 スナックM＆Ｋ
枚方市 鉄板焼椿庵
枚方市 大丸屋
枚方市 焼き鳥大吉
枚方市 カラオケ倶楽部月うさぎ
枚方市 創作串 賀川
枚方市 枚方焼肉 冷麺館 新羅
枚方市 格寿司
枚方市 307Fortuna
枚方市 居酒屋一（Kazu)
枚方市 伊加賀
枚方市 くい亭
枚方市 酒処よかよか
枚方市 鍋千花
枚方市 牛宗まるなか
枚方市 カラオケチャーミー
枚方市 どっこいしょ
枚方市 MAICHOCO
枚方市 カラオケBar友紀
枚方市 居酒屋英
枚方市 きらら
枚方市 フレンチバルplatto
枚方市 隠れ酒家風雅
枚方市 Nico.Laugh
枚方市 たこやき はなれ
枚方市 DARTS SPACE Barneys
枚方市 イタリア料理 トラットリア ダ ナオシ
枚方市 やきとり一番山の上店
枚方市 みえこ
枚方市 とん平
枚方市 淡路島ええとこどり
枚方市 くずはホースマン
枚方市 鉄板焼き お好み焼き 味一
枚方市 ほほえみ
枚方市 カラオケJOB
枚方市 ゆでぞう
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枚方市 枚方大衆酒場sun
枚方市 焼肉まる八
枚方市 WORLD ONE
枚方市 ミュージックラウンジ円山
枚方市 花那
枚方市 スナック紫苑
枚方市 たこやき けんちゃん
枚方市 カメリア
枚方市 胡麻切り蕎麦創作と創作串揚げ おおの
枚方市 四季祭
枚方市 A SIDE/B SIDE
枚方市 冨すし
枚方市 一休庵
枚方市 鳥将軍 枚方市駅前店
茨木市 カラオケスナック秋桜
茨木市 たこ焼き あきない茨木店
茨木市 DOLPHIN
茨木市 お好み焼 やす子
茨木市 七輪旬菜かがり
茨木市 居酒屋はらぐち
茨木市 希望軒茨木郡山店
茨木市 大阪王将 茨木豊原店
茨木市 焼肉大将
茨木市 3TREE BREWERY
茨木市 Natalie
茨木市 天婦羅 小料理 搗布
茨木市 crocchio ハルの洋食バル
茨木市 トラットリア ルナピエナ
茨木市 snack ＹｕＫａｉ
茨木市 ファッケージ
茨木市 RE . MOX
茨木市 ラウンジ Link
茨木市 華音
茨木市 カラオケノア
茨木市 Vaughan
茨木市 . MOX
茨木市 コメダ珈琲阪急茨木駅前店
茨木市 カラオケスナックつなぐ
茨木市 JACK LION
茨木市 カラオケ淳ちゃん
茨木市 和牛鉄板焼き喜泉
茨木市 ラム肉専門店MissionBay
茨木市 花苑
茨木市 海神
茨木市 MOX
茨木市 ナイトスポットパームス
茨木市 カメちゃんの店 カメズバー
茨木市 かぐや姫
茨木市 さわらぎ
茨木市 きんせい茨木店
茨木市 東大門(トンデムン)
茨木市 スナック まりこ
茨木市 ＧＡＧＡ中村商店
茨木市 御食事処月時
茨木市 回転寿司うわじ丸茨木西店
茨木市 SNACK すみ
茨木市 みよし寿司
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茨木市 ふんわり家
茨木市 吟屋
茨木市 炭火焼き牛タン 縁家
茨木市 焼鳥ちきゅう
茨木市 Little Wing
茨木市 串かつうえつき
茨木市 バル タナハシ
茨木市 株式会社成田家
茨木市 酒肴菜結庵
茨木市 cafe cactus
茨木市 ひびき
茨木市 カイツショクドウカイツバー
茨木市 美福食堂
茨木市 PointBreak
茨木市 kontable
茨木市 PointBreak LIVE
茨木市 松葉寿司
茨木市 おかえ里
茨木市 Precieuxse.endroit
茨木市 萌え黄
茨木市 焼肉こころ亭
茨木市 lounge Ciel
茨木市 牛タンと京葱処 ねぎぼうず
茨木市 Peach Tree Cafe
茨木市 スナック僚
茨木市 とり馬
茨木市 一寸 茨木店
茨木市 メゾンドプペ
茨木市 麵道而今茨木店
茨木市 Jade-Garden
茨木市 いばらき和牛俱楽部
茨木市 炭火串焼 まるこや
茨木市 居酒屋 紗菜
茨木市 bar Spica
茨木市 mr.kanso阪急茨木店
茨木市 喫茶・らうんじ 窓
茨木市 ゆうづき
茨木市 WHICH WAY
茨木市 まご兵衛
茨木市 Candy
茨木市 あじわい茶屋 妙
茨木市 喫茶 カラオケ 四季
茨木市 歌楽音家RAKU
茨木市 PROCIONE
茨木市 庵
茨木市 洋食酒場 グラン
茨木市 居酒屋繁ちゃん
茨木市 佳肴ながつき
茨木市 さんぞう
茨木市 Red Room
茨木市 彩食厨房 あどあ
茨木市 ラーメン友一
茨木市 カフェ レーズン堂
茨木市 骨付バルあちゅ
茨木市 集龍軒
茨木市 サカバー
茨木市 酒菜 黒瀬
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茨木市 居酒屋かくれんぼ
茨木市 北野酒店
茨木市 ラウンジコスモス
茨木市 BAR829
茨木市 松月
茨木市 寿司よし
茨木市 ちょこ呑み処 奥ちゃん家
茨木市 日本酒と浜焼き喰海
茨木市 福すし
茨木市 中村商店 南茨木店
茨木市 海鮮丼鈴華
茨木市 NUDE
茨木市 酒菜屋あかまる
茨木市 味よし
茨木市 粉ものキッチンnobu's
茨木市 らーめんじゃ！川田商店
茨木市 AZ's  バーアズ
茨木市 とんとん
茨木市 Sound Bar Scratch Beatz
茨木市 福すし
茨木市 いろどり中華たけ
茨木市 味楽
茨木市 燻製ビストロ中
茨木市 家庭料理とお酒 えふ
茨木市 Allegro le mariage
茨木市 DaiTai
茨木市 いぐれっく
茨木市 麺屋一慶
茨木市 割烹片桐
茨木市 晩酌家すみれ
茨木市 オスロ
茨木市 ラウンジよしみ
茨木市 焼肉一進
茨木市 LAZYBAR
茨木市 BAR GRAPES
茨木市 OHANA
茨木市 スナック藍
茨木市 BAR 華音
茨木市 中華居酒屋はるき
茨木市 イタリア料理トラットリアバールプレーゴ
茨木市 ひろきや
茨木市 笑素楽
茨木市 cafe  &  bar  You  on  kan 
八尾市 ＦＬＯＱＳ Ｔｏｋｙｏ アリオ八尾店
八尾市 海鮮れすとらん魚輝水産 新家町店
八尾市 炉ばた焼ちょうすけ
八尾市 グッピー
八尾市 パスタハウス Ma-chan
八尾市 とり家族八尾北本町店
八尾市 お好み焼・鉄板焼 まま家
八尾市 焼鳥まも善
八尾市 遊食空間 晴ればれ
八尾市 8Line's
八尾市 中華料理まいど
八尾市 すし久家
八尾市 海鮮れすとらん 魚輝水産 八尾南店
八尾市 グリルショップやの
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八尾市 魚輝すし 八尾店
八尾市 優善
八尾市 小料理 ゆるり
八尾市 遊び心鈴鈴
八尾市 楡の木
八尾市 松坂亭
八尾市 居酒屋たなちゃん
八尾市 たこの家 八尾店
八尾市 味どころ しょうらく
八尾市 串兆
八尾市 博多もつ鍋まぁる。八尾店
八尾市 COCO
八尾市 割烹四季
八尾市 魚菜屋 幸太
八尾市 炭火焼鶏 最上
八尾市 MIRAI
八尾市 地車や
八尾市 アジヨシ
八尾市 すず庵
八尾市 魚菜料理 魚菜uo
八尾市 CHAIN
八尾市 立呑み金田酒店
八尾市 ふくろう
八尾市 あまやどり
八尾市 スナックとんぼ
八尾市 chou chou
八尾市 カラオケ喫茶またね
八尾市 今日亭本店
八尾市 カラオケれい子
八尾市 カラオケ喫茶まちこ
八尾市 まるつね 山本店
八尾市 日本酒バー結
八尾市 麦秋
八尾市 まんま
八尾市 居酒屋 たこ心
八尾市 ダイニングHIRO
八尾市 BLUESSY
八尾市 串カツちんちくりん
八尾市 おばん菜barいろは
八尾市 ナイトクルーズRIO
八尾市 サクランボ
八尾市 鶴橋風月アリオ八尾店
八尾市 風林火山 志紀店
八尾市 鶏屋くだかけ
八尾市 BAR M
八尾市 愛
八尾市 ちょっと酒肴でんで
八尾市 Sea
八尾市 びっくりドンキー外環八尾店
八尾市 ふじ
八尾市 餃子食堂カミナリギャング
八尾市 割烹おおとみ
八尾市 酒場 一輪
八尾市 梅本
八尾市 カフェ M uu
八尾市 ShyamTime
八尾市 ARROWS
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八尾市 BarBar
八尾市 お好み焼きチーちゃん
八尾市 かごやま
八尾市 やまだ
八尾市 中華厨房もりもと
八尾市 スナック かるがも
八尾市 れすとらんニュー高砂
八尾市 ほろ酔い処 涼酔
八尾市 焼肉のたらふく八尾南店
八尾市 居酒屋 和楽
八尾市 炭屋ご神木
八尾市 リメンバー
八尾市 炭火焼とり えんや 赤獅子店
八尾市 和っか
八尾市 そば処まつもと
八尾市 shell
八尾市 スワロウテイル
八尾市 カラオケ喫茶 歌姫
八尾市 DONG AN
八尾市 リンク
八尾市 スナックちえ美
八尾市 Sienna
八尾市 お好み焼き春美
八尾市 鉄板焼ダイニング たろうず
八尾市 串料理りき
八尾市 スナックmomo 桃
八尾市 癒炉とりどり
八尾市 ニュースター２
八尾市 ＭＡｒｃ
八尾市 のより
八尾市 串のアイワ
八尾市 パスタアンドバール  エッコラ
八尾市 新喜八
八尾市 くろねこ
八尾市 ナイト・イン プリーズ
八尾市 ミュージックパル やまと
八尾市 うまんま
八尾市 ちゃんこ茶屋いごっそう
八尾市 Bar Amrita
八尾市 カラオケ喫茶ナイトフライト
八尾市 炭焼尚店
八尾市 cafe&bar MArc
八尾市 立呑処 創
八尾市 山もと
八尾市 じんべい
八尾市 四季旬彩 正庵
八尾市 居酒屋かずや
八尾市 うまいもんや もり河
八尾市 串かつ こもり
八尾市 ひなた
八尾市 舞恋都
八尾市 YAKINIKU BUFFET左近 リノアス八尾店
八尾市 ほっこり酒場さよ
八尾市 カラオケ蘭
八尾市 BRENDA
八尾市 カラオケ喫茶まどんな
八尾市 Shakee's Bar
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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6月17日公表分）

八尾市 酒実
八尾市 割烹新竹
八尾市 LA PICCOLA CUCINA
八尾市 すし処恵比寿
八尾市 居酒屋大阪屋
八尾市 美津家
泉佐野市 炭火焼肉炭味
泉佐野市 ななつ
泉佐野市 花明かり
泉佐野市 SHR
泉佐野市 ワインバーTeRRa＋泉佐野店
泉佐野市 野田屋
泉佐野市 花満円泉佐野店
泉佐野市 ジャドールルパン Jadore Le Pain 泉佐野店
泉佐野市 kichi kichi
泉佐野市 居酒屋 九十九
泉佐野市 俄
泉佐野市 瑞季
泉佐野市 キッチンバー・ディークス
泉佐野市 山笑
泉佐野市 美秀膳
泉佐野市 呑み処・食べ処 鈴
泉佐野市 燻し焼鶏LOL
泉佐野市 ラウンジアミ
泉佐野市 和モード ちよ松
泉佐野市 modern dining かがり
泉佐野市 ストロングスタイル
泉佐野市 ちどり
泉佐野市 アライブ
泉佐野市 居酒屋大字次郎長
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