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新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止に 

ご協力ありがとうございました。 

 

ご協力いただいきました施設の一覧（令和３年７月２日（金曜日）公表分） 

 

この一覧は、飲食店等感染症対策備品設置支援金の支給が決定された施設の一覧です。 

（この一覧の情報は、申請者の記載内容に基づいています。） 

［順不同］ 

市町村名 施設名称 

大阪市都島区 Biranju 

大阪市都島区 ECODEN 京橋 

大阪市都島区 JAN☆JAN 

大阪市都島区 KOKUMEI 

大阪市都島区 LADYMAMALADE 

大阪市都島区 かき小屋フィーバー京橋駅前店 

大阪市都島区 カラオケ喫茶コスモス 

大阪市都島区 しゃぶしゃぶ やすだ 

大阪市都島区 ちゅらさん 

大阪市都島区 居酒屋 かっちゃん 

大阪市都島区 居酒屋 月うさぎ 

大阪市都島区 旨旬酒場純 

大阪市都島区 焼肉富士 

大阪市都島区 鳥正 

大阪市都島区 梅ヶ枝食堂 

大阪市都島区 美味くらぶ 

大阪市都島区 有限会社京屋本店 

大阪市福島区 E-BAR 

大阪市福島区 La Calletta 

大阪市福島区 NeoThai 

大阪市福島区 Patisserie chau.chau 

大阪市福島区 サーレアンドペペ 

大阪市福島区 スタンドエイジ－ａｇｅ－ 

大阪市福島区 チャイニーズ芹菜 

大阪市福島区 バナナムーン 
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市町村名 施設名称 

大阪市福島区 まりも 

大阪市福島区 やきとり まさや 福島店 

大阪市福島区 一品料理かっぱ 

大阪市福島区 飲食店さぼてん 

大阪市福島区 寿司さか本 

大阪市福島区 小料理桔梗 

大阪市福島区 焼肉大淀屋 

大阪市福島区 食鮮菜 啓 

大阪市福島区 新梅田研修センターレストラン 

大阪市福島区 中華たこ焼きキラク 

大阪市福島区 中華飯店圄武(GOBU) 

大阪市福島区 町屋酒場りとも 野田阪神店 

大阪市福島区 土山人 大阪 

大阪市福島区 北新地かじ 

大阪市此花区 スナック あげまん 

大阪市此花区 喫茶６丁目 

大阪市此花区 居酒屋食堂内蔵助 

大阪市此花区 酒処なかの 

大阪市此花区 食べ菜なんば 

大阪市此花区 福寿司 

大阪市西区 ALK italianbar 

大阪市西区 CROISEE 

大阪市西区 Ocona 

大阪市西区 PANEeVINOOTA 

大阪市西区 pawcafe 

大阪市西区 sereno 

大阪市西区 Stella 

大阪市西区 TRATTORIA BAR GIORNO 

大阪市西区 イタリアン料理 Sagano  大阪阿波座店 

大阪市西区 オッテ 

大阪市西区 こつぶ 

大阪市西区 せんべろ酒場ぴーす 

大阪市西区 ハーフェズ 

大阪市西区 ハングリータイガー大阪 

大阪市西区 みんりゅう 
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市町村名 施設名称 

大阪市西区 やっこ蛸 

大阪市西区 花錦戸 煌日菴 

大阪市西区 割烹うゑだ 

大阪市西区 蕎麦切り masa 

大阪市西区 串まる 

大阪市西区 最高ピーポーOSAKA 

大阪市西区 若水 

大阪市西区 大衆酒場マルタカ 

大阪市西区 本格炭火焼とり居酒屋ほんでん 

大阪市西区 和洋旬菜さんなすび 

大阪市港区 LION 

大阪市港区 なかもと 

大阪市港区 ふる里 

大阪市港区 旬彩食堂 いろんなん 

大阪市港区 大和庵 港店 大和屋吉ちょむ 

大阪市港区 珉楽 

大阪市大正区 うかれや 

大阪市大正区 エスツゥー 

大阪市大正区 カラオケ喫茶 さき 

大阪市大正区 スナック青山 

大阪市大正区 やきやき酒場 ブン太 

大阪市大正区 串カツ立呑み ＫｅｎＫｅｎ（ケンケン） 

大阪市大正区 御食事処 ひょうたん 

大阪市大正区 紫陽花 

大阪市大正区 炭火やきとり大志 

大阪市大正区 畑酒店 

大阪市大正区 北海道料理 楠 

大阪市大正区 立呑み処鶴田 

大阪市大正区 旅バル＆ホステル MONDO 

大阪市天王寺区 kasuya四天王寺店 

大阪市天王寺区 あさひ 

大阪市天王寺区 お好み焼き鉄板焼き居酒屋みのる 

大阪市天王寺区 ケンタッキーフライドチキンＪＲ玉造駅前店 

大阪市天王寺区 シャンテ樅 

大阪市天王寺区 スナックシオン 
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市町村名 施設名称 

大阪市天王寺区 ワッシーズダイニングスープル 

大阪市天王寺区 喫茶 珈琲館於巣路 

大阪市天王寺区 居酒屋醍醐味 

大阪市天王寺区 三豊麺 

大阪市天王寺区 寺田町ファイアーループ 

大阪市天王寺区 上方レインボー 

大阪市天王寺区 中国料理 其蘭 

大阪市天王寺区 武蔵 

大阪市天王寺区 葡萄酒屋イータ 

大阪市浪速区 BARナマズ 

大阪市浪速区 SABAR+なんば CITY店 

大阪市浪速区 ちょいめし あさチャン 

大阪市浪速区 割烹博多 

大阪市浪速区 居酒屋太郎 

大阪市浪速区 串かつ越源 

大阪市浪速区 酒呑ありお 

大阪市浪速区 寿司処みやもと 

大阪市浪速区 焼肉・ステーキ い志だ屋 

大阪市浪速区 当志郎 

大阪市浪速区 美茄子倶楽部 

大阪市西淀川区 Shot Bar Gaily Moon 

大阪市西淀川区 ダイニングバー七 

大阪市西淀川区 永吉 

大阪市西淀川区 四季彩 和 

大阪市西淀川区 酒楽 とんぼ小寺 

大阪市西淀川区 笑う門には麵来たる 

大阪市西淀川区 神十蕎麦 

大阪市西淀川区 中華茶屋 

大阪市西淀川区 中国料理 ピネ亭 

大阪市東淀川区 Le Petit Bonheur 

大阪市東淀川区 Verdi Feuille 

大阪市東淀川区 インドネパール料理 KANCHAN 

大阪市東淀川区 かにやゆる里 

大阪市東淀川区 ちょい呑み酒場てんてん 

大阪市東淀川区 ポンドカフェ 
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市町村名 施設名称 

大阪市東淀川区 まほろば食堂 

大阪市東淀川区 モダン亭 

大阪市東淀川区 喫茶ユーアイ 

大阪市東淀川区 食酒家まるいち 

大阪市東淀川区 赤提ちん 

大阪市東淀川区 千代村 

大阪市東淀川区 二代目とぅりゃんせ 

大阪市東淀川区 姫ちゃん 

大阪市東淀川区 洋食＆樽生ワインしもじま亭 

大阪市東成区 お好み焼 丸福 

大阪市東成区 わらべ 

大阪市東成区 居酒屋 豊鈴 

大阪市東成区 魚亭 鈴屋 

大阪市東成区 中国料理隆 

大阪市東成区 味旬吾光 

大阪市東成区 有限会社 なるとや 

大阪市東成区 餃子の王将緑橋店 

大阪市生野区 お好み焼 ねぎ大郎 

大阪市生野区 だいにんぐ彩 

大阪市生野区 ちりとり鍋 やなちゃん 

大阪市生野区 テールラーメンまる彦 

大阪市生野区 なかむらや 粋光 

大阪市生野区 宇宙 

大阪市生野区 韓国居酒屋よし 

大阪市生野区 居酒屋 たか志 

大阪市生野区 居酒屋 若月 

大阪市生野区 居酒屋しあわせ 

大阪市生野区 焼肉くいや 

大阪市生野区 食堂 しんや 

大阪市生野区 創居酒屋ボタ 

大阪市生野区 巽 

大阪市生野区 炭火焼肉こぎや 

大阪市生野区 富久鮓 

大阪市生野区 富士好 

大阪市旭区 お好み焼きチェリー 
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市町村名 施設名称 

大阪市旭区 くら羅 

大阪市旭区 ニュー大関 

大阪市旭区 角屋 

大阪市旭区 喫茶 浪漫 

大阪市旭区 串太郎 

大阪市旭区 炭火焼やきとり わ吉 

大阪市旭区 竹の家 

大阪市旭区 中華料理 きさんじ 

大阪市城東区 cache-cache 

大阪市城東区 いちくみ 

大阪市城東区 かも珈琲店 

大阪市城東区 栄華飯店 関目店 

大阪市城東区 古市飯店 

大阪市城東区 三富士 

大阪市城東区 笑処 

大阪市城東区 天然温泉不動の湯 

大阪市城東区 洋風居酒屋 門舎 

大阪市阿倍野区 bar Maria 

大阪市阿倍野区 KOKURYUDOU 

大阪市阿倍野区 クックハウスあべのキューズモール店 

大阪市阿倍野区 ねぼけ 

大阪市阿倍野区 もちや 

大阪市阿倍野区 阿倍野肉食大衆酒場 肉ばんざい 

大阪市阿倍野区 旬の酒場 さむらい 

大阪市阿倍野区 松すし 

大阪市阿倍野区 石家餃子店 

大阪市阿倍野区 明石焼 たこ八 阿倍野店 

大阪市阿倍野区 立吞み処 あべの銀座 

大阪市住吉区 eating  cafe  mame 

大阪市住吉区 RIVER（リバー） 

大阪市住吉区 お好み焼き古々路 

大阪市住吉区 カラオケ喫茶ヴィーナス 

大阪市住吉区 キッチンバル遊楽 

大阪市住吉区 スタンド黒ねこ 

大阪市住吉区 とんとことん 



 

7 

市町村名 施設名称 

大阪市住吉区 ミカク 

大阪市住吉区 古民家カフェあーちゃん 

大阪市住吉区 田中屋酒店 

大阪市東住吉区 ＨＩＭＡＬＡＹＡＮ ＮＥＰＡＬＥＳＥ ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ 

大阪市東住吉区 カラオケ りんご 

大阪市東住吉区 グリル富二三亭 

大阪市東住吉区 トムハウス 

大阪市東住吉区 喫茶カトレヤ 

大阪市東住吉区 焼肉韓バリバリ 

大阪市東住吉区 蛸ちよ 

大阪市西成区 カラオケ居酒屋さくら 

大阪市西成区 カラオケ居酒屋ぽてん 

大阪市西成区 カラオケ居酒屋艶 

大阪市西成区 ダイニングたから 

大阪市西成区 とんかつのゆきはる 

大阪市西成区 ラッキーガール 

大阪市西成区 ラッキーシスターズ 

大阪市西成区 喫茶サン 

大阪市西成区 喫茶ミチ 

大阪市西成区 居酒屋おふくろ 

大阪市西成区 居酒屋山 

大阪市西成区 更科 

大阪市西成区 酒談 

大阪市西成区 焼鳥 とり膳 

大阪市西成区 笑笑 

大阪市西成区 大衆酒場丸紅 

大阪市西成区 明月 

大阪市西成区 明洋軒 天下茶屋店 

大阪市淀川区 麵屋一ノ助 

大阪市淀川区 B.west 

大阪市淀川区 bar Amu 

大阪市淀川区 Joy 

大阪市淀川区 お食事処ファミリー 

大阪市淀川区 コーヒーハウスマリーン 

大阪市淀川区 サロン・ド・ショコラ 
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市町村名 施設名称 

大阪市淀川区 シャドー 

大阪市淀川区 そば処 松風 

大阪市淀川区 なかむら家 

大阪市淀川区 バー ロージュ 

大阪市淀川区 ひょうたん寿し西中島店 

大阪市淀川区 まいどおおきに新大阪食堂 

大阪市淀川区 モワ・ラパン 

大阪市淀川区 ラーク 

大阪市淀川区 ラウンジやま川 

大阪市淀川区 レストラン プレノール 

大阪市淀川区 海ぼうず 

大阪市淀川区 串や 

大阪市淀川区 五味箱 

大阪市淀川区 五郎八 

大阪市淀川区 酒鮮やっちん 

大阪市淀川区 笑 居酒屋カラオケ 

大阪市淀川区 仁尚 

大阪市淀川区 大歩危 

大阪市淀川区 炭火串焼 鳥料理 ともじろう 

大阪市淀川区 炭焼酒場 gaku 

大阪市淀川区 天ぷらとみおか 

大阪市淀川区 呑み処こにし 

大阪市鶴見区 Chabo 

大阪市鶴見区 SOLO UNO 

大阪市鶴見区 モンキーキッチン横堤 

大阪市鶴見区 下駄屋 

大阪市住之江区 ＧＩＡＬＬＯ 

大阪市住之江区 こうき屋 

大阪市住之江区 スナックだんだん 

大阪市住之江区 串カツ．くし坊 

大阪市住之江区 笑食楽酒こばやん 

大阪市住之江区 太陽のカフェ南港店 

大阪市住之江区 中華料理南京园 

大阪市平野区 Waphiyapi 

大阪市平野区 カラオケ喫茶 IRORIいろ里 
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市町村名 施設名称 

大阪市平野区 からおけ喫茶ダイヤ 

大阪市平野区 カラオケ居酒屋 ふる里 

大阪市平野区 すし一喜 

大阪市平野区 ファーストフードササキ 

大阪市平野区 モダンチャイナ大橋 

大阪市平野区 よし家 

大阪市平野区 愛秋マーラータン 

大阪市平野区 気まぐれ酒場とと一 

大阪市平野区 吉鳥 

大阪市平野区 居酒屋味錦 

大阪市平野区 悟空 

大阪市平野区 焼肉ハウスあすか 

大阪市平野区 大衆酒場 みなと屋 

大阪市平野区 鉄板処 お好み焼 つか本 

大阪市平野区 和楽 

大阪市北区 㐂鮨 くらま 

大阪市北区 Alone Cafe&Bar 運 

大阪市北区 Bar Avalon 

大阪市北区 bar Cajun Moon 

大阪市北区 BAR UDA 

大阪市北区 BarAltair 

大阪市北区 BAR山上 (BAR YAMAGAMI) 

大阪市北区 BISTROQUET YAMANE 

大阪市北区 Bodaiju Cafe 

大阪市北区 Caffe CORNiCE 

大阪市北区 CHEESE KICHEN RACLER 

大阪市北区 choito 

大阪市北区 dining SAKURA 

大阪市北区 DSO09 

大阪市北区 dukkah 

大阪市北区 FUJIWARA 

大阪市北区 japanese tea & bar senn. 

大阪市北区 KOH 

大阪市北区 koyuki 

大阪市北区 Lamp 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 LIVEALIVE 

大阪市北区 masayume tomi 

大阪市北区 Pile Driver 

大阪市北区 ＲＩＶＯＬＩ 

大阪市北区 Rose Marry 

大阪市北区 SAVE CAT CAFE 

大阪市北区 SHALOSH 

大阪市北区 Space Ring Cafe Dining 

大阪市北区 via giove quattro 

大阪市北区 Via T.Tasso57 

大阪市北区 VISALIA-TAVERN 

大阪市北区 Wine salon Prelude 

大阪市北区 アン 

大阪市北区 イタリアンキッチン Sa（サー） 

大阪市北区 ヴィス（Bisou） 

大阪市北区 エトワール 

大阪市北区 おでん松原 

大阪市北区 カレーハウス COCO壱番屋梅田スカイビル店 

大阪市北区 カレン 

大阪市北区 キッチンバーメランジュ 

大阪市北区 ギブクイーン 

大阪市北区 クラブ乱 

大阪市北区 こてっぱん 

大阪市北区 さんちゃんや 

大阪市北区 ジローズジュニア 

大阪市北区 ずっとおでん 

大阪市北区 ステーキハウス野田 

大阪市北区 すなっく京 

大阪市北区 そば処 なかむら 

大阪市北区 そば處とき 

大阪市北区 ナチュラル・カフェ菜園 

大阪市北区 のみくい処まるそう商店 

大阪市北区 はまじま 

大阪市北区 ひさご 

大阪市北区 ビストロバー クゥー ドゥ ヴァン 



 

11 

市町村名 施設名称 

大阪市北区 フォーナイン 

大阪市北区 ベルエポック 

大阪市北区 マージャンクラブ DAIWA 

大阪市北区 マイアミ 

大阪市北区 マザー 

大阪市北区 みちくさ 

大阪市北区 メゾンド明子 

大阪市北区 メンバーズおかだ 

大阪市北区 もっこす primo 

大阪市北区 レスト 

大阪市北区 愛子 

大阪市北区 華泉 

大阪市北区 海風 

大阪市北区 割烹 小森 

大阪市北区 株式会社知利十里 

大阪市北区 韓国バルハラペコ 

大阪市北区 韓国厨房 水刺間 

大阪市北区 季節料理 喬司 

大阪市北区 吉祥楼 

大阪市北区 橘 

大阪市北区 蕎麦福一 

大阪市北区 金ぷらづぼら 

大阪市北区 串かつやま 

大阪市北区 串焼き居酒屋結び。 

大阪市北区 個室ダイニングしずか 

大阪市北区 坂井カレー 

大阪市北区 咲 

大阪市北区 旬味ひげ 

大阪市北区 渚くらぶ 

大阪市北区 焼鳥亭てんまはまだ 

大阪市北区 焼肉 有楽 

大阪市北区 上等カレー天神橋店 

大阪市北区 親方 堂島アバンザ店 

大阪市北区 西洋菓子処シェール 

大阪市北区 創菜酒房おん 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 想ひ結 

大阪市北区 大阪梅田・サムギョプサルテバクチキンウルトラソウル 

大阪市北区 炭火焼バール VOLTA 

大阪市北区 築港麵工房中之島店 

大阪市北区 中華飯店珍味 

大阪市北区 中国料理瑞豊苑 

大阪市北区 長崎亭 

大阪市北区 鶴太郎 

大阪市北区 鉄板×日本酒 てっぺん 

大阪市北区 鉄板焼き＆Restaurant Bar caro 

大阪市北区 天ぷら川原崎 

大阪市北区 天満アルコールクラブ 

大阪市北区 豆寅 

大阪市北区 南所豆花 

大阪市北区 北新地 はな柳 

大阪市北区 北新地 和牛割烹 穐山 

大阪市北区 北新地たゆたゆＤＸ 

大阪市北区 北新地魚菜まさ志 

大阪市北区 民芸料理 串庵 

大阪市北区 洋食泉 

大阪市北区 和食いいくら 

大阪市北区 和藤もと 

大阪市北区 盡/カラドリ 

大阪市中央区 你好 

大阪市中央区 ALI'S KITCHEN 

大阪市中央区 Armorica 

大阪市中央区 bar eleven 

大阪市中央区 BARMm 

大阪市中央区 Bistroえくうす 

大阪市中央区 CAPANNA 

大阪市中央区 CINQUECENTO 

大阪市中央区 Delicatessen Calm 

大阪市中央区 HAMACHI 

大阪市中央区 HOT LIP 

大阪市中央区 Ｊｕｎ 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 kiitos 

大阪市中央区 Live Cafe Bar UNITE 

大阪市中央区 Membersいまむら 

大阪市中央区 MGM kitchen 

大阪市中央区 obobop 

大阪市中央区 Snack Bee 

大阪市中央区 SUSHI&GRILL 創蔵 -SOUYA- 

大阪市中央区 TAVERNA albero villaggio 

大阪市中央区 VANGUARD 

大阪市中央区 あいだ 

大阪市中央区 いまだや 

大阪市中央区 うまいもんや つくし 

大阪市中央区 うまいもんや つくし HANARE 

大阪市中央区 オカメカフェ 

大阪市中央区 おばや 

大阪市中央区 お気軽天ぷら処天神 

大阪市中央区 お好み焼き どむす 

大阪市中央区 お好み焼き伍栄門 

大阪市中央区 かのや篠原 

大阪市中央区 ザ・バー富美家 

大阪市中央区 さくら SAKE 

大阪市中央区 サクラノマ 

大阪市中央区 スタンドプチ 

大阪市中央区 スナック律 

大阪市中央区 スナック鈴 

大阪市中央区 せぷてん Bar 

大阪市中央区 ソウルハートキッチンはら房 

大阪市中央区 そば彩菜 凛 

大阪市中央区 ダイキ 

大阪市中央区 ダイニングキッチンセレクション 

大阪市中央区 ぢどり家 本町店 

大阪市中央区 にせん 

大阪市中央区 のみ処 いっこもん 

大阪市中央区 ハレム 

大阪市中央区 フレッシュネスバーガー御堂筋本町店 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 ぶんちゃっ 

大阪市中央区 マッスル居酒屋 ちょっと。 

大阪市中央区 まほろば 

大阪市中央区 やきうし はんじゅく 

大阪市中央区 一屋 

大阪市中央区 一三三 

大阪市中央区 延南ソ食堂 

大阪市中央区 翁 

大阪市中央区 家の味 

大阪市中央区 絵本 BARガブ 

大阪市中央区 株式会社江戸菊 

大阪市中央区 貴代 

大阪市中央区 魚菜・酒肴 すざき 

大阪市中央区 京ごはんふわっとふわっと 

大阪市中央区 錦城閣 

大阪市中央区 月  家 

大阪市中央区 香港点心小籠包専門店 

大阪市中央区 七輪炭火焼肉丼専門店 のび太 

大阪市中央区 手打ちそば星 

大阪市中央区 酒肴ひじり 

大阪市中央区 春夏冬 

大阪市中央区 旬鮮居酒屋異彩 

大阪市中央区 松光庵 

大阪市中央区 焼肉 AG 

大阪市中央区 食彩酒房 きみや 

大阪市中央区 新歌丸寿司 

大阪市中央区 星のアントニオ 

大阪市中央区 大衆酒場マルヤ 

大阪市中央区 大松 

大阪市中央区 中国海鮮酒家 李白 

大阪市中央区 鳥しん 

大阪市中央区 鉄板かねよし 

大阪市中央区 鉄板焼きとおばんざいの店朱酒 

大阪市中央区 道頓堀 奴茶屋 

大阪市中央区 南庭 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 肉バル Muu 

大阪市中央区 日名田 

大阪市中央区 梅乃宿 温酒場 

大阪市中央区 博多豚骨ラーメン 壱流 大阪城公園店 

大阪市中央区 風の跡 

大阪市中央区 福梅 

大阪市中央区 味季創作 櫂 

大阪市中央区 洋酒喫茶かんから 

大阪市中央区 洋食屋 ふじ家 

大阪市中央区 洋食勝井 御堂筋ロッヂ 

大阪市中央区 立ち呑みロッキー 

大阪市中央区 路地裏のサルヴァ通る 

大阪市中央区 和牛もつ鍋どんまい 

大阪市中央区 和食彩むらしま 

大阪市中央区 ー轍ー 

堺市堺区 Bar Hwaja 

堺市堺区 Bar PROST 

堺市堺区 Bistro VEZO 

堺市堺区 Cellar House CLAP 

堺市堺区 ｊｏｕｒｎｅｙ 

堺市堺区 sail 

堺市堺区 お好み焼き ます福 

堺市堺区 お食事処ぶんぶく 

堺市堺区 スナック ヴォーグ 

堺市堺区 まさずし 

堺市堺区 ラウンジ ヴレイブ 

堺市堺区 レストランハウス カルト 

堺市堺区 花鳥風月 

堺市堺区 居酒屋 一平 

堺市堺区 源平水軍 

堺市堺区 昭和うた酒場ふうてん 

堺市堺区 中国料理丹甫 

堺市堺区 洋食のみどころレント Ｌｅｎｔ 

堺市堺区 鷄信玄 

堺市中区 Darts Bar Ayers Rock 
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市町村名 施設名称 

堺市中区 お好み焼トシコ 

堺市中区 カラオケスタジオ演芸館 

堺市中区 カラオケ夢工房ロジエ 

堺市中区 カレーハウス CoCo壱番屋堺福田店 

堺市中区 もぐら食堂 

堺市中区 大衆炉端大千 

堺市中区 珉珉深井店 

堺市東区 LocoMotion 

堺市東区 お弁当ぐーす 

堺市東区 カラオケスタジオ ドレミ 

堺市東区 カラオケスタジオ壱岐っ娘 

堺市東区 阿呍 

堺市東区 一品料理 優 

堺市東区 居酒屋おとめん 

堺市東区 八剣伝 白鷺店 

堺市東区 遊楽居酒家やんちゃくれ 

堺市東区 立ち呑み処あたらしや 

堺市西区 Wine Shop カワムラ 

堺市西区 カラオケスタジオあいうえお 

堺市西区 居酒屋 酒彩 波の花 

堺市西区 美乃や和カフェ TEFOPO 

堺市南区 Shukuran 

堺市南区 ショーガール 

堺市南区 河内屋 

堺市南区 日本料理手と錫 

堺市南区 珈琲館 御池台店 

堺市北区 BAR BLIND OWL 

堺市北区 La Citta 

堺市北区 ごはん亭酒処八万 

堺市北区 サロン ディオ 

堺市北区 歌声さかば まるた 

堺市北区 喫茶ステップツー 

堺市北区 彩 chen 

堺市北区 天婦羅はたけ 

堺市美原区 千尋の道 
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市町村名 施設名称 

岸和田市 Asante 

岸和田市 あて処一八 一八 肴処一八 

岸和田市 あなよし 

岸和田市 うぐいす 

岸和田市 たるの店 山麓苑 

岸和田市 のみくい処しょーべぇ 

岸和田市 一品料理 えんかい 

岸和田市 居酒屋 直太郎 

岸和田市 串亭 

岸和田市 串亭 童 

岸和田市 千春 

岸和田市 歩ッ歩や 

岸和田市 立飲処にしむら 

岸和田市 和み屋 昆野 

豊中市 Cs Ｔerrace 

豊中市 Cui LARDOISE 

豊中市 daidokoro 

豊中市 おでん居酒屋きたはま 

豊中市 カルボリ(GALBORI) 

豊中市 グリル こっこ 

豊中市 サンドリーム 

豊中市 スナック 竹ノ内 

豊中市 フレッシュネスバーガーピーコックストア千里中央店 

豊中市 みんみん 

豊中市 居酒屋風スナック絆 

豊中市 充電家 

豊中市 庄内ブルース＆ライブバールーズ 

豊中市 大阪王将中環千里店 

豊中市 中華料理ます 

豊中市 中国郷菜 壺厨天 

豊中市 中川家のからあげ北桜塚店 

豊中市 鉄板焼れすとらん中はら 

豊中市 夢和 

池田市 What's new 

池田市 カレーハウスココ壱番屋阪急池田駅前店 
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市町村名 施設名称 

池田市 グリルナナ 

池田市 ピースライオン 

池田市 喜のかこい 城南店 

池田市 喫茶バー不死王閣 さつき 

池田市 喰いもんやにんじん 

池田市 日本料理かえで 

池田市 珈琲屋さん 

吹田市 COHAMA 

吹田市 カラオケ酒都 

吹田市 ごますりとんかつさんき 

吹田市 しゃぶ bar柏木 

吹田市 バスケバル Ｒ 

吹田市 気まぐれムッシュのｃａｆｆｅＢｉｚｚａｒｒｏ 

吹田市 居酒屋千 

吹田市 中華バイキング 第一楼 

吹田市 力丸 

泉大津市 UliUli dining×bar 

泉大津市 カラオケ喫茶オアシス 

泉大津市 相撲料理 両国 

泉大津市 蓼科 

高槻市 BAR GRAN RESERVA 

高槻市 epi Italian&French 

高槻市 ちょうすけ 

高槻市 なちゅぴ食堂 

高槻市 にぎり寿司専門店真田丸 

高槻市 プースカフェ 

高槻市 ロッキーハウス 

高槻市 岡嶋 

高槻市 沖縄ダイニング 美ら彩 

高槻市 居酒屋 泰平 

高槻市 鳥せゑ高槻店 

高槻市 南風楽天 

高槻市 宝寿し 

高槻市 麺厨房 華燕 

高槻市 和酒家醸果 
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市町村名 施設名称 

貝塚市 ＫＡＩ 

貝塚市 居酒屋きまま 

貝塚市 焼肉味千 

守口市 エイトビット 

守口市 すし源 

守口市 酒と肴 めだか 

守口市 鉄板焼 てらちゃん 

守口市 天下一品 守口店 

守口市 東山 

枚方市 Cross Road 

枚方市 House X 

枚方市 カフェレスト 19ハウス 

枚方市 カラオケ喫茶礼砂美 

枚方市 カラオケ夢 

枚方市 りぶのとなり 

枚方市 歌ラオケ喫茶バル 

枚方市 喫茶 カラオケ ブーケ 

枚方市 居酒屋 まめやん 

枚方市 酒楽 

枚方市 招華洞 

枚方市 焼き鳥たか笑 

枚方市 立ち飲み処 酒倉 

茨木市 crocchio ハルの洋食バル 

茨木市 Ｆｕｎｎｙ 

茨木市 kontable 

茨木市 lounge Ciel 

茨木市 MAR 

茨木市 かぐや姫 

茨木市 ナイトスポットＭ２ 

茨木市 ひびき 

茨木市 華音 

茨木市 紅紅火火 

茨木市 長右衛門 

茨木市 和季あいあい 

八尾市 Bar３３３ 
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市町村名 施設名称 

八尾市 DONG AN 

八尾市 Tokiaprofumo 

八尾市 カラオケ・スナック えみり 

八尾市 カラオケスタジオ ハッピー 

八尾市 カラオケ喫茶歌姫 

八尾市 グリル輪ごん 

八尾市 すし処恵比寿 

八尾市 やさと 

八尾市 茶房アーデント 

八尾市 天ぷら旬菜 天花 

八尾市 髭鯨 

泉佐野市 amour 

泉佐野市 アライブ 

泉佐野市 ごちそう居酒屋夢 

泉佐野市 みさき工房 

泉佐野市 居酒屋ぶうけ 

泉佐野市 仕事人 

富田林市 SHO-KYU MART 

富田林市 カラオケ喫茶マリ 

富田林市 大政寿司 

寝屋川市 お好み焼久 

寝屋川市 カフェドコロンビア 

寝屋川市 カラオケアケミチャン 

寝屋川市 カラオケ喫茶 くまちゃん 

寝屋川市 カラオケ喫茶レーヌ 

寝屋川市 カラオケ喫茶店 舞 

寝屋川市 カラオケ凛々 

寝屋川市 ザ スナック 

寝屋川市 スナック 芹 

寝屋川市 飲み処いっちやん 

寝屋川市 家庭料理すず 

寝屋川市 居酒屋だうんたうん 

寝屋川市 居酒屋一集 

寝屋川市 幸 

寝屋川市 爽 
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市町村名 施設名称 

寝屋川市 大丸屋 

寝屋川市 包丁処ふじ野 

寝屋川市 北京 

河内長野市 Lamp（添付看板写真名：ちょい飲みらんぷ） 

河内長野市 あらうんど 

河内長野市 スナックチヨ 

河内長野市 居酒屋おおきた 

松原市 カラオケスタジオ ハルカ 

松原市 喜美屋 

松原市 喫茶サラダ館 

松原市 優花 

大東市 Ai らんど 

大東市 和韓ダイニング翔龍 

和泉市 麺鍋処とんこつ総本家大福家 

和泉市 @home kitchen 祐 たすく 

和泉市 えびす堂 

和泉市 かくれ家ａｉ 

和泉市 カラオケ しまなみ 

和泉市 しらかば 

和泉市 スナックパルパロ 

和泉市 めぐみ 

和泉市 岡巳之 

和泉市 居酒屋千広 

和泉市 三代目天竜 

和泉市 焼肉 にくみつ 

和泉市 焼肉かわしま 

箕面市 GAMA 

箕面市 Juno 

箕面市 きぬがさ 

箕面市 ザ・サンフェリーチェ 

箕面市 それはさうと、ハコネコ堂で。 

箕面市 タベルナ ペコリーノ 

箕面市 フォレスト ガーデン 

箕面市 やきとり大吉 石橋店 

箕面市 らーめんだいにんぐ味紀亭 
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市町村名 施設名称 

箕面市 居酒家まるこん 

箕面市 四季菜ちから 

箕面市 旬彩和食 紅葉 

箕面市 箕面カレーアッサン 

箕面市 珈琲屋 華 

羽曳野市 ばんちゃん 

羽曳野市 河田 

羽曳野市 柿の種 

門真市 お好み焼 居酒屋 ふくや 門真店 

門真市 スナック ドルフィン 

門真市 どさん子大将 

門真市 めん亭 

門真市 一政 

門真市 焼肉 大雅 

門真市 大阪府門真市 すし清 

門真市 鉄板焼スカボローフェア 

摂津市 Men 

摂津市 えびすヤ 

摂津市 焼き鳥ダイニング葉月 

摂津市 鉄板ステーキ 采彩 

高石市 きちんとチキン 

高石市 海鮮居酒家すし竜 

藤井寺市 LOOP前田商店沖縄キジムナー 

藤井寺市 たこ焼き鉄板焼笑 

藤井寺市 どんぐり亭 

東大阪市 Peach man 

東大阪市 T2DINER 

東大阪市 かつや東大阪瓢箪山店 

東大阪市 カラオケ あかり 

東大阪市 すいすいアランビック 

東大阪市 ときわ 

東大阪市 はなの里 

東大阪市 マエノリ亭 

東大阪市 ラーメン司 

東大阪市 ラウンジ美鈴 
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市町村名 施設名称 

東大阪市 喫茶すわん 

東大阪市 串揚げ H aru 

東大阪市 三六九 

東大阪市 酒処 とりい 

東大阪市 出雲そば橋本 

東大阪市 徹平 

東大阪市 風雲亭 

東大阪市 粉物居酒屋 Bagus 

東大阪市 立呑 おおにし 

東大阪市 和 

四條畷市 来来軒 四条畷店 

交野市 河内屋 

交野市 鉄板焼きよっちゃん 

大阪狭山市 アーラキッチン 

大阪狭山市 カラオケスタジオ 都呂々 

大阪狭山市 鉄板ダイニング夢元 

阪南市 YAKITORI Kouto House 鳥取店 

忠岡町 みなみ一丁目 

熊取町 エムズダイナー 

 


