
 

1 

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 21日（水曜日）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 BAR MOSSO 

大阪市都島区 Cafe De Finesse （カフェ ド フィネス） 

大阪市都島区 あん 

大阪市都島区 イタリア酒場 京橋 ORA 

大阪市都島区 カラオケ広場ねこ 

大阪市都島区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋京橋駅北口店 

大阪市都島区 クラフト ビア スポット ハトホル 

大阪市都島区 たちのみねこ 

大阪市都島区 ベトナム料理フォーベト 

大阪市都島区 ムーンリバー 

大阪市都島区 華中苑 桜の宮店 

大阪市都島区 株式会社 コニシ 立ち呑み処 酒のコニシ 

大阪市都島区 旬彩鮮魚 居酒屋 漁り火 

大阪市都島区 焼肉のあじまる 都島店 

大阪市都島区 新和食きくい 

大阪市都島区 立ち呑み庶民 京橋店 

大阪市都島区 和 diningひで 

大阪市福島区 7/Na 

大阪市福島区 Alla Pace 

大阪市福島区 Mの焼肉 福島本店 

大阪市福島区 PALM1987 

大阪市福島区 アムール 

大阪市福島区 カレーハウス T＆A 福島西店 

大阪市福島区 けんしん亭 新福島 

大阪市福島区 こなつ 
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市町村名 施設名称 

大阪市福島区 バランス食堂七源 

大阪市福島区 一富士福島店 

大阪市福島区 黄味鶏 

大阪市福島区 馨ラーメン 

大阪市福島区 韓国食堂 入ル 

大阪市福島区 居酒屋 ときため 

大阪市福島区 九州ラーメン 片岡製作所 

大阪市福島区 四季おりおり 

大阪市福島区 大阪中央卸売市場 ト１８食堂 

大阪市福島区 中華そば ふじい野田阪神店 

大阪市福島区 鉄板 DINING O 

大阪市福島区 天ぷら 大坂屋 草哲 

大阪市福島区 南風 

大阪市福島区 鮨ふみ 

大阪市此花区 BEAR'S 

大阪市此花区 nolboo 

大阪市此花区 いけ田 

大阪市此花区 とんかつ 串カツ たにぐち 

大阪市此花区 白馬童子西九条店 

大阪市此花区 立ち飲み 佳代 

大阪市西区 Bazaar 

大阪市西区 CAFE CHARBON 

大阪市西区 Cafe&Restaurant DECO 

大阪市西区 contact 

大阪市西区 IN AND OUT 

大阪市西区 INDIAN NEPALI＆TIBET RESTAURANT SNOW LION 

大阪市西区 Pizzeria da Tigre 

大阪市西区 SO MANY ROADS 

大阪市西区 Warmth  kichen 

大阪市西区 カラオケサウンドスタイル九条店 

大阪市西区 カレーハウスＤＥＮ肥後橋店 

大阪市西区 カレーハウス T＆A 京町堀店 

大阪市西区 カレー屋さん 

大阪市西区 カレー堂 堀江店 

大阪市西区 にしの 
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市町村名 施設名称 

大阪市西区 安兵衛 

大阪市西区 越中屋 

大阪市西区 燕酒家 

大阪市西区 王道居酒屋のりを西本町店 

大阪市西区 開元カフェ 

大阪市西区 韓味一 朴邸 

大阪市西区 居酒屋 藍 

大阪市西区 江戸堀いちごはん 

大阪市西区 高級芋菓子しみず新町店 

大阪市西区 讃岐路 

大阪市西区 手づくりうどん 旬の味 喜作 

大阪市西区 焼き鳥せいじ 

大阪市西区 焼肉のあじまる 阿波座店 

大阪市西区 台湾料理味軒 阿波座店 

大阪市西区 蛸家 靱本町店 

大阪市西区 炭火焼鳥あおとり 

大阪市西区 文世食堂 

大阪市西区 麺ヒーロー奏 

大阪市西区 麺道而今総本家 

大阪市西区 立ち呑みミカタ 

大阪市西区 立ち呑みもなか 

大阪市西区 和 Dinningわだち 

大阪市港区 Ｌｅｔｔｅｒ 

大阪市港区 Shot & Snack HIGASHI 

大阪市港区 アゼリア 

大阪市港区 いまい家 

大阪市港区 カレーハウス T＆A 港通南店 

大阪市港区 グリルミヤコ 

大阪市港区 グリル種田 

大阪市港区 フエラ 

大阪市港区 逢阪にこにこ庵 

大阪市港区 吉田屋 

大阪市港区 御座礼 

大阪市港区 手打ち一筋うどんきんぼし 

大阪市港区 台湾料理美味館 
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市町村名 施設名称 

大阪市港区 台湾料理味軒 港店 

大阪市港区 炭火焼鳥 うめし 

大阪市港区 呑み処こもだ 

大阪市港区 木村賢酒店 

大阪市大正区 Jukebox 

大阪市大正区 お好み焼きだんく 

大阪市大正区 カラオケティファニー 

大阪市大正区 スナックびばり 

大阪市大正区 ニューインドパレス 

大阪市大正区 ホヌ 

大阪市大正区 まわり寿司 和礼寿司 

大阪市大正区 紀州 

大阪市大正区 居酒屋 ゆいゆい 

大阪市天王寺区 Chiara 

大阪市天王寺区 Craperie Felice&PAUSE 

大阪市天王寺区 WARAKU 

大阪市天王寺区 きくや 

大阪市天王寺区 そばよし 上本町店 

大阪市天王寺区 はじめ 

大阪市天王寺区 ベトナム料理クアンコム 11 

大阪市天王寺区 みちよし 

大阪市天王寺区 やま 

大阪市天王寺区 ラーメンときまる 

大阪市天王寺区 沖縄食堂ハイサイ 

大阪市天王寺区 楽園 

大阪市天王寺区 居酒屋細雪 

大阪市天王寺区 銀座亭 

大阪市天王寺区 串季 

大阪市天王寺区 煮干しラーメン玉五郎鶴橋店 

大阪市天王寺区 旬菜ダイニング 

大阪市天王寺区 杉本酒店 

大阪市天王寺区 長岡酒店 

大阪市天王寺区 鳥幸 

大阪市天王寺区 豚串焼 豚志 

大阪市浪速区 cafe spat's 
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市町村名 施設名称 

大阪市浪速区 CORA COFFEE 

大阪市浪速区 Hitotsubu 

大阪市浪速区 MareCalmo 

大阪市浪速区 エノキ屋酒店 

大阪市浪速区 おはな 

大阪市浪速区 カレーハウス T＆A 戎本町店 

大阪市浪速区 カレー堂 難波店 

大阪市浪速区 グランドゥーカ ナンバ店 

大阪市浪速区 スナック よい.そい 

大阪市浪速区 とかとか 

大阪市浪速区 フェアリーテール 

大阪市浪速区 居酒屋てげてげ 

大阪市浪速区 佐兵衛 

大阪市浪速区 佐兵衛 支店 

大阪市浪速区 大阪カオマンガイカフェ 

大阪市浪速区 大正浪漫酒房 月読 

大阪市浪速区 中華そば ふじい芦原橋本店 

大阪市浪速区 酎房まほろば 

大阪市浪速区 北京料理 龍 

大阪市東淀川区 Bar Chuchu 

大阪市東淀川区 Bar Gocchi 

大阪市東淀川区 エコマーノカフェ菅原 

大阪市東淀川区 お好み焼き鉄板焼き道頓堀どむす 

大阪市東淀川区 居酒屋 太鼓判 

大阪市東淀川区 串かつ居酒屋 はじけ家 

大阪市東淀川区 串房 

大阪市東淀川区 酒処ちゃみせ 

大阪市東淀川区 竹の子 

大阪市東成区 Ｆａｒ ａｗａｙ 

大阪市東成区 The Curry Man 

大阪市東成区 お好み焼きあまの 

大阪市東成区 カレーハウス T＆A 緑橋東店 

大阪市東成区 ふぐ懐石料理山富 

大阪市東成区 楽食深江橋おこげ 

大阪市東成区 今里酒場 うだ家 
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市町村名 施設名称 

大阪市東成区 酒の穴かちくり屋 

大阪市東成区 東京月島 もんじゃ焼き もん 深江店 

大阪市東成区 二刀流 

大阪市東成区 博多串焼きバッテンよかとぉ鶴橋店 

大阪市東成区 味噌麺処 豆醤 今里本店 

大阪市生野区 Cafe SHINE 

大阪市生野区 Cafe&Wedding ヨナカートゥーン 

大阪市生野区 KENJI.cow 

大阪市生野区 オアシスカフェ 

大阪市生野区 カフェ・ド・ファンファン 

大阪市生野区 チャコ 

大阪市生野区 どん 

大阪市生野区 よってこ 

大阪市生野区 韓国四季料理 MARU 

大阪市生野区 藤屋食堂 

大阪市生野区 百歳時代 

大阪市旭区 うどん神徳 

大阪市旭区 エムツー 

大阪市旭区 カラオケステージヒット 

大阪市旭区 居酒屋ほっこり 

大阪市旭区 大醤軒 

大阪市旭区 肉カフェ千 

大阪市城東区 カサブランカ 

大阪市城東区 きぶんや 関目店 

大阪市城東区 レストランローズマリー（欧風惣菜の店ローズマリー） 

大阪市城東区 京橋バールすぽっと 

大阪市城東区 志保 

大阪市城東区 新世改 94ダイニング誠 

大阪市阿倍野区 Bar Face to Face 

大阪市阿倍野区 HAMON CAFE 

大阪市阿倍野区 あべのコンタクト 

大阪市阿倍野区 からから屋 長居店 

大阪市阿倍野区 そばよし 阿倍野店 

大阪市阿倍野区 ぶりあん阿倍野 

大阪市阿倍野区 モンキートレイン 
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市町村名 施設名称 

大阪市阿倍野区 串揚げ はなおか 

大阪市阿倍野区 串揚げ処 つくし 

大阪市阿倍野区 昭和サロンカフェ 

大阪市阿倍野区 正宗屋 

大阪市阿倍野区 中華料理明洋軒 

大阪市阿倍野区 土佐備長炭焼とり 龍馬家 

大阪市阿倍野区 立ち呑み酒場さとちゃん 

大阪市住吉区 BAR Savepoint 

大阪市住吉区 Bar闇ねこ 

大阪市住吉区 rico 

大阪市住吉区 かみなり中華そば店 

大阪市住吉区 カラオケ広場 Su- 

大阪市住吉区 コーヒーハウス ルイージ 

大阪市住吉区 スパイスマート スパイスカレー＆バー 

大阪市住吉区 どん太郎あびこ店 

大阪市住吉区 逸温 

大阪市住吉区 喫茶らんばん 

大阪市住吉区 焼肉家族亭 

大阪市住吉区 中華そば閃 

大阪市住吉区 味まほろば 

大阪市東住吉区 Jの空間 

大阪市東住吉区 Merry maam 

大阪市東住吉区 musicplace ドンファン 

大阪市東住吉区 うどんそばだいきち 

大阪市東住吉区 カトマンズ 

大阪市東住吉区 カラオケスタジオ来夢２ 

大阪市東住吉区 カレーハウス CoCo壱番屋近鉄針中野駅前店 

大阪市東住吉区 そば喜 

大阪市東住吉区 とぅるばるや 

大阪市東住吉区 とぅるばるや倉庫 

大阪市東住吉区 居酒屋まいど 

大阪市東住吉区 串カツはなおか 

大阪市東住吉区 更科 

大阪市東住吉区 手打うどん 西村 

大阪市東住吉区 長居ユースホステル 
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市町村名 施設名称 

大阪市西成区 Bistro&cafe アナイス 

大阪市西成区 TRATTORIA Linea7 

大阪市西成区 越中屋 

大阪市西成区 居酒屋 Jay 

大阪市西成区 居酒屋むらさき 

大阪市西成区 居酒屋雪月花 

大阪市西成区 山女庵 

大阪市西成区 森脇酒店 

大阪市西成区 厨もり 

大阪市西成区 美嘉 

大阪市西成区 万味屋 

大阪市西成区 陽 

大阪市淀川区 Cafe&Bar SUNRISE 

大阪市淀川区 EnaDo 

大阪市淀川区 HANG RONG 

大阪市淀川区 Kings Cross 

大阪市淀川区 かつ家 

大阪市淀川区 くしぼんず 

大阪市淀川区 グッド ラヴ十三店 

大阪市淀川区 ケラケラケイヴ 

大阪市淀川区 さぼてん 

大阪市淀川区 そばよし 西中島店 

大阪市淀川区 だしぼんず 

大阪市淀川区 ライオンカレー十三店 

大阪市淀川区 レストラン リバージュ 

大阪市淀川区 わだ家新大阪店 

大阪市淀川区 沖縄料理と島唄 はながさ 

大阪市淀川区 沖縄料理の店 はながさ 

大阪市淀川区 沖縄料理の店 はながさ 

大阪市淀川区 割烹 八彩 

大阪市淀川区 季節料理 薗 

大阪市淀川区 旬味 いやさか 

大阪市淀川区 小雀弥西中島店 

大阪市淀川区 焼鳥アスカ 

大阪市淀川区 新大阪サニーストンホテル サニー 
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市町村名 施設名称 

大阪市淀川区 大石 

大阪市淀川区 炭焼やきとり鳥一番 塚本店 

大阪市淀川区 呑食処とし 

大阪市淀川区 武蔵鮨 

大阪市淀川区 風地空知 

大阪市淀川区 本陣 

大阪市淀川区 葉づき 

大阪市鶴見区 おるがん 

大阪市鶴見区 ザ・ゴールデンパレス大阪 

大阪市鶴見区 トラットリアバールビアンカ 

大阪市鶴見区 ミニ 

大阪市住之江区 SHINE 

大阪市住之江区 かんべの部屋 

大阪市住之江区 たりずまん 

大阪市住之江区 まんぷく亭 

大阪市住之江区 ラーメンよっちゃん 

大阪市住之江区 喫茶 みどりのひつじ 

大阪市住之江区 喫茶かりん 

大阪市住之江区 玉水酒店 

大阪市住之江区 御崎屋 

大阪市住之江区 創菜ダイニング 

大阪市住之江区 創作ダイニングりとむ 

大阪市住之江区 茶房かのん 

大阪市住之江区 中華料理 一番 

大阪市平野区 you 

大阪市平野区 カラオケ AKKOChan 

大阪市平野区 スナックたまご 

大阪市平野区 ひでぼん加美本店 

大阪市平野区 まいどおおきに 長吉六反食堂 

大阪市平野区 串かつ くぐり戸 

大阪市平野区 千曲 西脇店 

大阪市平野区 中国料理 華楽 

大阪市平野区 定食居酒屋うえだ 

大阪市平野区 福寿司 

大阪市北区 101食堂バル 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 ２９８ ２号店 

大阪市北区 ２９８ ３号店 

大阪市北区 ２９８ 梅田店 

大阪市北区 ３２４９ROOM 

大阪市北区 AKANTE 

大阪市北区 ＢＡＲ ＡＬＩＶＥ 

大阪市北区 ClubJoy 

大阪市北区 COZO 

大阪市北区 ＤＯＮＮＡＧＯＬＯＳＩ 

大阪市北区 Fate 

大阪市北区 FLAIR 

大阪市北区 KAJU 

大阪市北区 KiKi 

大阪市北区 Lounge孝子 

大阪市北区 Marysol 

大阪市北区 MONKEY  DO 

大阪市北区 NAKAYAN BAR 

大阪市北区 Northvillage 

大阪市北区 okitaya 

大阪市北区 okitaya  東通り店 

大阪市北区 One more 

大阪市北区 PALM Cafe&Creperie 

大阪市北区 Premium Marche with  鮨 なか川 

大阪市北区 SAKE 玄座 

大阪市北区 Salon du kuma3 

大阪市北区 salonかなう 

大阪市北区 snack3150 

大阪市北区 Teppan X Wine 堀 by NISHIDERIA 

大阪市北区 THE Atout    Atout 北新地 

大阪市北区 Tk-bar 

大阪市北区 WARARA 

大阪市北区 アウトバックステーキハウス梅田店 

大阪市北区 アンジュ 

大阪市北区 うな次郎 

大阪市北区 ウルトラの MILK 



 

11 

市町村名 施設名称 

大阪市北区 エスタディオ梅田店 

大阪市北区 おかえんなさい。 

大阪市北区 おし鳥 

大阪市北区 オステリア ペコラポポラ  

大阪市北区 おだいどこじゅんちゃん 

大阪市北区 おむらいす屋 

大阪市北区 お好み焼きはた坊 

大阪市北区 かき小屋フィーバー1111 

大阪市北区 カフェ アロンジ 

大阪市北区 カレーハウス T＆A 東天満店 

大阪市北区 カレーハウス T＆A 南森町店 

大阪市北区 カレーライス ComeOn 

大阪市北区 キャナル 

大阪市北区 クックハウス阪急三番街店 

大阪市北区 ケラケラヴィータ 

大阪市北区 ケラケラクランツ 

大阪市北区 さかな割烹とめきち 

大阪市北区 さらぼーん 

大阪市北区 さろん 森野 

大阪市北区 じろう亭 

大阪市北区 ステーキハウス風靡 

大阪市北区 スパイス食堂サワキチ梅田兎我野店 

大阪市北区 ソウルラブ 

大阪市北区 そばよし リンクスウメダ店 

大阪市北区 ダイニングバー夢酒 

大阪市北区 ダイヤモンドカリー 

大阪市北区 たこ八 

大阪市北区 たちまち 

大阪市北区 てんつく天 

大阪市北区 とり安 

大阪市北区 ニュートバコ 

大阪市北区 ニュー黒崎 

大阪市北区 はまぐり庵 

大阪市北区 はまぐり庵吉祥別邸 

大阪市北区 ヒーロー 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 ベシャメルカフェ 

大阪市北区 ベネフィット 

大阪市北区 ホルモン肉五郎 

大阪市北区 ラウンジラフテル 

大阪市北区 レストラン レヨン 

大阪市北区 ロカンダ・デラ・ルーナ 

大阪市北区 わいん＆串カツ Dining sharaku 

大阪市北区 ワインバーミヤ 

大阪市北区 わだ家 お初天神店 

大阪市北区 阿呍 

大阪市北区 茜屋珈琲店 

大阪市北区 囲炉裏バーKP 

大阪市北区 沖縄キッチンてりとりー 

大阪市北区 佳酒佳菜 花はな 

大阪市北区 河春 

大阪市北区 華神 

大阪市北区 華風菜春陽味な旅 

大阪市北区 海鮮酒場おか長大阪駅前第 3ビルＢ２店 

大阪市北区 活魚すし じねん お初天神店 

大阪市北区 甘味処鎌倉大阪天満宮前店 

大阪市北区 季節料理 佳楽 

大阪市北区 亀すし 総本店 

大阪市北区 宮崎の地鶏トロモモ天満店 

大阪市北区 宮崎料理 万作 

大阪市北区 居酒屋 やよい 

大阪市北区 賢人 

大阪市北区 幸せのパンケーキ 梅田阪急東通り 

大阪市北区 高級芋菓子しみず 

大阪市北区 榊 

大阪市北区 三起 

大阪市北区 四季乃味今井きしょう 

大阪市北区 煮干しラーメン玉五郎阪急三番街店 

大阪市北区 煮干しラーメン玉五郎大阪駅前第四ビル店 

大阪市北区 酒と肴にこ 

大阪市北区 酒の上谷商店 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 酒場ラジカル 

大阪市北区 旬菜みつ 

大阪市北区 小花 

大阪市北区 焼肉 Lab 

大阪市北区 焼肉どん 2 北新地店 

大阪市北区 焼肉どん２東通り店 

大阪市北区 焼肉宵緒 梅田店 

大阪市北区 赤とんぼ 

大阪市北区 曽根崎小嘉津 

大阪市北区 大衆酒場 松屋 

大阪市北区 炭焼きＢＩＳＴＲＯ Ｏ 

大阪市北区 炭焼き酒場 志 

大阪市北区 炭焼牛たん東山ルクア大阪店 

大阪市北区 中津一丁目まぐろや あを葉 

大阪市北区 朝まで焼肉 でっせ 

大阪市北区 鳥取酒場 

大阪市北区 鉄板酒場トマト 

大阪市北区 天ぷら市 

大阪市北区 天草の恵 

大阪市北区 天満酒蔵 

大阪市北区 田舎家食堂 

大阪市北区 徳田酒店 第３ビル B2店 

大阪市北区 南の島酒場てりとりー 

大阪市北区 肉ろばた carne 

大阪市北区 梅田日本酒バルエビス 

大阪市北区 伯舞 

大阪市北区 博多串焼きバッテンよかとぉ天満 2号店 とほ三十歩 

大阪市北区 博多串焼きバッテンよかとぉ北新地店 

大阪市北区 避風塘みやざわ  

大阪市北区 豊崎飯店 

大阪市北区 北欧館 

大阪市北区 北新地 鮨 なか川 

大阪市北区 北新地 Bar B-TRIP 

大阪市北区 北新地キャンプ 

大阪市北区 北新地穂の河 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 洋食と洋酒エイト 8（ホワイティうめだ店） 

大阪市北区 立ち呑み庶民 大阪駅前第 2ビル店 

大阪市北区 立ち呑み庶民 大阪駅前第 3ビル店 

大阪市北区 立ち呑み庶民 天満店 

大阪市北区 立呑みとり焼肉 スタンドとり軍 

大阪市北区 和み 

大阪市北区 榮寿司 

大阪市中央区 #1904 

大阪市中央区 BAR ほーむめいど 

大阪市中央区 BARZ-two- 

大阪市中央区 ｂｕｂｕ 

大阪市中央区 Cafe&Bar TOBIRA 

大阪市中央区 COFFEE BOX BAROQUE vol .2 

大阪市中央区 COVOイタリアンと日本酒のお店 

大阪市中央区 Epoque 

大阪市中央区 g 

大阪市中央区 GRILL ROCKY 

大阪市中央区 HARENOHI 

大阪市中央区 LA･LUNA 

大阪市中央区 Lagoona  ラグーナ 

大阪市中央区 MEMBER'SNatsuki 

大阪市中央区 Mr.samosa 

大阪市中央区 No.2 

大阪市中央区 POOL SEPT. 

大阪市中央区 sakaba itch 

大阪市中央区 Sunny Day Dumpling 

大阪市中央区 superjap 

大阪市中央区 TA+26= 

大阪市中央区 Tomo 

大阪市中央区 ＶＩＮＥＲＩＡ ＶＩＡＶＩＮＯ 

大阪市中央区 WeddingSpaceLoversPlace 

大阪市中央区 z4cafe タマミツ 

大阪市中央区 あそび BAR glamorous 

大阪市中央区 ヴァルプルギスの夜 

大阪市中央区 オラタコスバー 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 オンザスクエア 

大阪市中央区 お好み焼き diningみつお 

大阪市中央区 カレー倶楽部ルウ南船場店 

大阪市中央区 きぶんや 道頓堀店 

大阪市中央区 クックハウスなんばウォークイースト店 

大阪市中央区 クックハウスなんばウォーク店 

大阪市中央区 クックハウスベーカリーバル南海難波駅店 

大阪市中央区 グリル 大悟 

大阪市中央区 クレイジュ 

大阪市中央区 ザ セントレジスバー 

大阪市中央区 しゃにむに 

大阪市中央区 シンバ 

大阪市中央区 すしはな 

大阪市中央区 ズッパ 

大阪市中央区 ステーキランチ Times 

大阪市中央区 スナック冬記 

大阪市中央区 そばよし 心斎橋店 

大阪市中央区 そばよし 本町店 

大阪市中央区 ダイニングルームさくら 

大阪市中央区 たこやき屋台 藍の青 

大阪市中央区 つけ麺井手 

大阪市中央区 なかなか 

大阪市中央区 バー梅木 

大阪市中央区 はてな 

大阪市中央区 ビアーズテーブルケラケラ 

大阪市中央区 ビストロ カフェ オムレット 

大阪市中央区 ブライトンベル御堂筋店 

大阪市中央区 ぶりあん 

大阪市中央区 ブルーノ デル ヴィーノ（Bruno del Vino） 

大阪市中央区 ブルックリンパーラー大阪 

大阪市中央区 ふわとろオムライス アルル 

大阪市中央区 まるたこ 

大阪市中央区 マンジャエベーヴィ 

大阪市中央区 ラ・ピニャータ 

大阪市中央区 ラウンジ花 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 ラベデュータ 

大阪市中央区 ル ドール 

大阪市中央区 ルナージュ 

大阪市中央区 れいわ 

大阪市中央区 レコード喫茶 Graffiti 

大阪市中央区 レストランスリランカ 

大阪市中央区 ワダツミ 

大阪市中央区 哀酔酒町 ROUTE路地裏 

大阪市中央区 欧風食堂 曽和料理店 

大阪市中央区 沖縄ダイニング・バー美ら島物語 

大阪市中央区 海鮮ひそか／どんたく 

大阪市中央区 街路樹 

大阪市中央区 割烹 吉野 

大阪市中央区 割烹 浅草 

大阪市中央区 活魚 すし じねん 鰻谷南通り店 

大阪市中央区 株式会社蓬莱本館 

大阪市中央区 銀河 

大阪市中央区 銀装 ラサール店 

大阪市中央区 串勝ややまちゃん 

大阪市中央区 桂山 

大阪市中央区 幸せのパンケーキ 心斎橋店 

大阪市中央区 江戸幸 

大阪市中央区 高麗橋吉兆 本店 

大阪市中央区 高麗橋吉兆なんば店 

大阪市中央区 甑 

大阪市中央区 彩さい 

大阪市中央区 咲鶏や 

大阪市中央区 市場ずし千日前店 

大阪市中央区 煮干しラーメン玉五郎本町店 

大阪市中央区 煮炊きすずなり 

大阪市中央区 若葉屋なんば店 

大阪市中央区 十種家 

大阪市中央区 旬や きときと 

大阪市中央区 松阪牛焼肉 M 難波店 

大阪市中央区 松阪牛焼肉 M 法善寺店 はなれ 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 松阪牛焼肉 M法善寺横丁店 

大阪市中央区 焼鳥酒場 大場や 

大阪市中央区 焼肉どん２アメリカ村店 

大阪市中央区 正宗屋 

大阪市中央区 千客万来まねきだこ アメリカ村店 

大阪市中央区 大阪うなぎ組 

大阪市中央区 大祥庵 

大阪市中央区 蛸家 せんば店 

大阪市中央区 谷町 肉八 

大阪市中央区 炭火屋ほり江 

大阪市中央区 中華そば ふじい 難波千日前店 

大阪市中央区 天ぷら 心斎橋 一哲 

大阪市中央区 東心斎橋 みなみ 

大阪市中央区 桃太郎 

大阪市中央区 道頓堀丸一屋 

大阪市中央区 豚しゃぶせいろ蒸し HARU心斎橋邸 

大阪市中央区 豚しゃぶせいろ蒸し HARU本町邸 

大阪市中央区 豚しゃぶせいろ蒸し 豚匠心斎橋邸 

大阪市中央区 豚しゃぶせいろ蒸し 豚匠北浜邸 

大阪市中央区 肉料理 くま 3 

大阪市中央区 舞洲 

大阪市中央区 楓 

大阪市中央区 北浜うおじ 

大阪市中央区 味噌 noodle麹 

大阪市中央区 麺屋あげは 

大阪市中央区 麺工房 

大阪市中央区 木偶の坊 

大阪市中央区 淀屋橋うおじ 

大阪市中央区 龍多風亜 

大阪市中央区 路地カフェ 

大阪市中央区 浪花オムライス 

大阪市中央区 和食おり 

堺市堺区 DINIGBAR CYOIWARU 

堺市堺区 SHISHIMARU 

堺市堺区 あくえりあす 
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市町村名 施設名称 

堺市堺区 ウインク 

堺市堺区 おにぼう 

堺市堺区 カレーハウス T＆A 堺三宝店 

堺市堺区 ぐる芽 

堺市堺区 スナックパープル 

堺市堺区 たみや 

堺市堺区 パインヴィレッジ 

堺市堺区 ビストロ ブランベック 

堺市堺区 ひびこれ 

堺市堺区 ポップアイド堺本店 

堺市堺区 もだん亭 

堺市堺区 やいて屋 

堺市堺区 ラウンジゆらり 

堺市堺区 串かつ魂 

堺市堺区 四季菜如月 

堺市堺区 申手延麺 

堺市堺区 立ち飲み屋 CAUTION 

堺市中区 Filament 

堺市中区 スタンディングバーツグミ 

堺市中区 なかの酒本店 

堺市中区 韓国料理 きんや 

堺市中区 喜志多 

堺市中区 酒菜 思案橋 

堺市東区 soup&noodle桜鳳 

堺市東区 味の散歩道  いろり 

堺市西区 いなほ 

堺市西区 カレー堂 鳳 店 

堺市西区 すし処四季 

堺市西区 ひよこ 

堺市西区 恵夢 

堺市西区 焼鳥楽笑 

堺市西区 真鯛研究所 

堺市西区 味源 

堺市西区 和祭厨房 がちゃぴん 

堺市南区 Kitchen＆Cafeマック 
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市町村名 施設名称 

堺市南区 office katz 

堺市南区 すし処 函館市場 堺泉北店 

堺市北区 WhiskyCat 

堺市北区 お好み焼 なかよし 

堺市北区 お好み焼きたんぽぽ 

堺市北区 カラオケハーレー 

堺市北区 ギャラリーカフェ STORY  

堺市北区 くみキッチン 

堺市北区 海鮮炭焼道場 

堺市北区 新日本料理心 

堺市北区 創作まぜそばまるさんかくしかく 

堺市北区 大阪王将 堺新金岡店 

堺市北区 炭火焼肉ひびの亭 

堺市北区 天日塩らーめん べらしお中百舌鳥店 

堺市美原区 株式会社イーグル 

堺市美原区 喫茶早苗 

岸和田市 ALBERGOASPERAアルベルゴアスペラ 

岸和田市 BAR TENTEKO 

岸和田市 ＢＨＢ 

岸和田市 お好み焼きじゅじゅ 

岸和田市 キッチン&カフェ AAサービス 

岸和田市 とも 

岸和田市 バーオノ 

岸和田市 ビートアホップ 

岸和田市 レストランシャトレーヌ 

岸和田市 喫茶自泉(ｃｏｆｆｅｅｃＪｉｓｅｎ) 

岸和田市 月のひかり 

岸和田市 胡麻 Sesame 

岸和田市 心鮮 

岸和田市 大正 

岸和田市 炭火焼鳥とおばんざいかし和屋 

岸和田市 南州軒 

岸和田市 美食倶楽部一歩岸和田店 

岸和田市 餃子の王将 ラパーク岸和田店 

豊中市 gite 
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市町村名 施設名称 

豊中市 PIZZERIA  GETTEN 

豊中市 Pizzeria da Mario 

豊中市 Y38 

豊中市 お好み焼き juju 

豊中市 カラオケ喫茶アリスの部屋 

豊中市 シャルドネレストラン 

豊中市 すごろく 

豊中市 ステーキハウス神楽 豊中店 

豊中市 スナック２３ 

豊中市 スナック智恵 

豊中市 セルフステーキ ARITA豊中駅前店 

豊中市 ダイヤモンドカリー大阪国際空港 

豊中市 とんがらし 

豊中市 とん平 本店 

豊中市 ネイビー 

豊中市 ハイツサクラ焙煎所 

豊中市 ヘブンユキコ 

豊中市 ほぼデリカート 

豊中市 めっちゃおいしいカレー屋さん BOSS 

豊中市 ラウンジサファイア 

豊中市 喫茶 名騎士館 

豊中市 居酒屋貞 

豊中市 御料理あきやま 

豊中市 香樹 

豊中市 讃岐 

豊中市 千客万来まねきだこ 千里中央店 

豊中市 中国料理 桂林 

豊中市 中国料理 藍天 

豊中市 北平 1368 

豊中市 遊食酒家 聖 

豊中市 珉珉庄内店 

池田市 Asian Curries GANESH 

池田市 いづつや 

池田市 ケセラセラ 

池田市 しんちゃん 
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市町村名 施設名称 

池田市 ラウンジ 宝石箱 

池田市 ラウンジ会議室 

池田市 一刀流らーめん 

池田市 喫茶スナックオンリー 

池田市 居酒家まるこん 旭丘店 

池田市 串揚げ屋本舗 

池田市 焼き鳥居酒屋 絆(KIZUNA )  

池田市 酔好 

池田市 炭焼き酒場 ここから金べぇ 

池田市 和酒ＢＡＲみまる 

吹田市 cafe&bal  Magis 

吹田市 MOGU Dining 

吹田市 REDEE  CAFE 

吹田市 カラオケモノトーン 千里店 

吹田市 スナック翔 

吹田市 セラヴィ 

吹田市 ドラゴンマン吹田店 

吹田市 ベシャメルカフェＥＸＰＯＣＩＴＹ 

吹田市 やきとりとりしん 

吹田市 一軒め酒場吹田店 

吹田市 居酒屋ほたる 

吹田市 魚食処 一豊 服部緑地店 

吹田市 蕎麦好 

吹田市 串かつ 明かり 

吹田市 串かつ 明かり 千里丘店 

吹田市 若葉屋 

吹田市 酒と肴 カキツバタ 

吹田市 創作料理ゆめの庵 

吹田市 炭焼栄ちゃん 

吹田市 中華料理 鈴蘭 

吹田市 中国料理太志傳 

吹田市 豆の木 

吹田市 美酒佳肴しょうじょう 

吹田市 銘酒蔵 昌佳 

吹田市 壺天 
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市町村名 施設名称 

泉大津市 cafe ecru+  マドレの庭 

泉大津市 カフェ・レストランチェック 

泉大津市 カラオケマイソング 

泉大津市 カラオケ喫茶ニュー萌菜 

泉大津市 ステーキハウス ニュージョイブル 

泉大津市 タイレストラン Thian 

泉大津市 たこ焼きハウス オモニ 

泉大津市 みかん 

泉大津市 寿々 

泉大津市 千扇 

泉大津市 台所ダンケちゃんちゃん 

高槻市 BAR DONAI 

高槻市 COFFEE ハピネス 

高槻市 dimshel 蕾 

高槻市 o大阪王将高槻南店 

高槻市 ROUTE171 

高槻市 spanish bar & cafe NEUTRAL 

高槻市 あんきや 

高槻市 カフェアンドバール アルベルゴ 

高槻市 ダイニング１９５５ 

高槻市 てっちゃん鍋ともきち 

高槻市 はなみずき 

高槻市 びすとろほり伊 

高槻市 ワインダイニングなかむら屋 

高槻市 葵 

高槻市 磯若寿司 

高槻市 居酒屋しあん 

高槻市 居酒屋住 

高槻市 鶏さん 

高槻市 旨楽幸酒 NaNaYa 

高槻市 手打ち蕎麦花の里 あら木 

高槻市 万 寿司 

高槻市 立ち呑み処ぽんちゃん 

貝塚市 カラオケ喫茶ふれあい 

守口市 8bit 
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市町村名 施設名称 

守口市 Bar ISLAY 

守口市 あさ香 

守口市 クリンク千恵 

守口市 スナック今日子 

守口市 なすび 

守口市 居酒屋 ゆーみん 

守口市 酒やのまえだ 立呑み倶楽部 

守口市 鳥家 三吉 

守口市 肉のおおしま 

守口市 夢や 

守口市 和遊膳たかさん 

守口市 鮨喰処山河 

枚方市 Baby-Hearts Bar1965 

枚方市 Bar酒家 

枚方市 cafe＆bar PAPA CAFE 

枚方市 Ｃａｇｅ 

枚方市 grandplace（グランプラス）東山ベース焙煎所 

枚方市 ｍａｎｉ ｃａｆｅ 

枚方市 Ｒｕｓｈ 

枚方市 キレンジャー51 

枚方市 スナックあきら 

枚方市 そば切り天笑 

枚方市 たぬきばやし 

枚方市 どさん子大将 都丘店 

枚方市 ぷちれすとらんスープ 

枚方市 フルーツショップやまさく 

枚方市 ほほえみ 

枚方市 やきとり笑吉 

枚方市 喫茶・喫茶 蘭 

枚方市 鶏小路 

枚方市 炭焼き居酒屋 大助 中宮店 

枚方市 茶の音 

枚方市 鳥将軍 枚方市駅前店 

枚方市 鍋千花 

枚方市 肉の松阪サンプラザ店 
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市町村名 施設名称 

枚方市 有楽すし 

枚方市 立ち呑み処 なごみ 

枚方市 龍潭 

茨木市 afterbarchouette,224 

茨木市 いぐれっく 

茨木市 うかのめ 

茨木市 お茶とお花とモンブラン 

茨木市 ニューミュンヘン茨木店 

茨木市 ひとり食堂 

茨木市 麵道而今茨木店 

茨木市 らーめん ど真ん中 

茨木市 レストラン R 

茨木市 廻し鮨 新鮮や 茨木鮎川店 

茨木市 廻し鮨 新鮮や 茨木畑田店 

茨木市 居酒屋はらぐち 

茨木市 居酒屋雷蔵 

茨木市 魚の旨いもん処三府鮨阪急茨木店 

茨木市 中華菜館 天風 

茨木市 餃子の王将阪急茨木駅前店 

八尾市 Cafe ONE 

八尾市 かすうどんえびす 

八尾市 カラオケトントン NORIピー 

八尾市 カラオケ喫茶まちこ 

八尾市 カラオケ乃里美 

八尾市 ティールームジュン 

八尾市 ぶどうの森 

八尾市 菜花 

八尾市 山水 

八尾市 酒房 平安 

八尾市 焼鳥くだかけ久宝寺店 

八尾市 大阪王将 JR八尾駅前店 

八尾市 卵 

泉佐野市 いずみうどん 

泉佐野市 ここうみ食堂 

泉佐野市 たこ焼き とんちゃん 
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市町村名 施設名称 

泉佐野市 歌処 花道 

泉佐野市 酒処でご 

泉佐野市 中華料理 ときよし 

富田林市 Handcafe 

富田林市 TAKE5 

富田林市 ガレリア富田林 

富田林市 寺内町きっちんあい 

富田林市 多榮 

富田林市 大いちょう 

富田林市 炭火 牛兵衛 

富田林市 天ぷら三丁目 

富田林市 爆笑カラオケ酒場 Leaf 

富田林市 炉端焼 わっしょい 

寝屋川市 ADO 

寝屋川市 BAR No.10 

寝屋川市 ＫＡＲＡＯＫＥ ＢＡＲ Ｊｓ 

寝屋川市 le Pequelet 

寝屋川市 うなすけ 

寝屋川市 うみびや香里園 

寝屋川市 カラオケ喫茶 京 

寝屋川市 スナック紀の川 

寝屋川市 ティコラッテパティスリー 

寝屋川市 てら内 

寝屋川市 やきとり大吉 寝屋川店 

寝屋川市 一番屋 

寝屋川市 飲み処 愛・花 

寝屋川市 居酒屋 紗-saaya- 

寝屋川市 中華料理黒 

寝屋川市 中国料理 満海 

寝屋川市 友 

寝屋川市 立呑座 粋 

寝屋川市 鈴歌 

河内長野市 bistro80 

河内長野市 Good クマイル 

河内長野市 中国料理 鴛鴦 
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市町村名 施設名称 

河内長野市 餃子の王将 外環高向店 

松原市 カラオケさら 

松原市 すし処桂 

松原市 ミスタードーナツ松原ステーションショップ 

松原市 魚重寿司 

大東市 コメダ珈琲店大東谷川店 

大東市 ザ・かつれつ ABC 

大東市 ザ・シャツストーリー 

大東市 ドトールコーヒーショップ JR住道駅前店 

大東市 ふくみ 

大東市 中國旬彩 喜千 

大東市 和牛亭五光 

和泉市 WA's cafe 

和泉市 いっぽ 

和泉市 カラオケ愛ちゃん 

和泉市 カラオケ誉    

和泉市 カントリーカフェ 

和泉市 メルシー 

和泉市 ワイン食堂すまいる 

和泉市 紀ノ川 

和泉市 居酒屋板長 

和泉市 焼肉はやし 

和泉市 大阪王将和泉府中店 

和泉市 麺屋昴 和泉店 

箕面市 C afe ケルン 

箕面市 CAFE KAITAN 

箕面市 ＮＩＫＵ 

箕面市 キッチンたか 

箕面市 ボリジ 

箕面市 磯物語 

箕面市 創作日本料理かえで 

箕面市 箕面小野原食堂 

箕面市 箕面牧落食堂 

箕面市 洋風料理 フェリーチェ 

箕面市 和（あえる） 
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市町村名 施設名称 

柏原市 Ciao 

柏原市 snack Riko 

柏原市 サンヒル柏原（大食堂） 

柏原市 居酒屋チャンピオン 

柏原市 黒澤やきにく 

柏原市 大阪王将 柏原外環店 

羽曳野市 カラオケ BAR Jun 

羽曳野市 カラオケ喫茶プチ 

羽曳野市 ばいせん工房珈琲倶楽部 しらとりの郷店 

羽曳野市 居酒屋ばんがさ 

羽曳野市 合格や 羽曳野店 

羽曳野市 大阪王将 羽曳野伊賀店 

羽曳野市 福祉ふれあい KIMAMA カフェ 

羽曳野市 炉端家 真 

門真市 cafeばたーしゅがー 

門真市 Fourkey's 

門真市 GOLDぺんぎん 

門真市 カラオケ喫茶ラブ 

門真市 花の里 

門真市 活ふぐ活魚料理青山 

門真市 居酒屋カラオケ若竹 

門真市 漁師村 

門真市 焼肉 達ちゃん 

門真市 信州そば処そじ坊古川橋幸福ビル店 

門真市 盛活 

門真市 東京月島流もんじゃ焼もん  

門真市 風運イエロー 

門真市 立ち呑み輝 

摂津市 Link...Cafe 

摂津市 カラオケ酔道楽 

摂津市 てっちゃん鍋ともきち 

摂津市 串かつ居酒屋 はじけ家 鳥飼店 

摂津市 酔道楽 

摂津市 龍亀 

高石市 ナイトインサンタフェ 
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市町村名 施設名称 

高石市 フロリードハウス店 

高石市 居酒屋竹香 

高石市 銀装＆Ｃａｆｅ羽衣店 

高石市 大阪国際ユースホステル 

高石市 転石 

藤井寺市 イタリア料理 プリモピアーノ 

藤井寺市 居酒屋つじ坊 

藤井寺市 串かつ専門店 月ヶ瀬 

藤井寺市 阪口コーヒー店 

東大阪市 73'sBAR 

東大阪市 Cafe REUNION 

東大阪市 CAFE&BAR ROYALPORT 

東大阪市 DINING BAR AJITO  

東大阪市 VOLAGE  

東大阪市 あや田 

東大阪市 おこのみぜろ 

東大阪市 おばんざい絆 

東大阪市 お好み焼き ちゃこ 

東大阪市 お好み焼きてらまえ 

東大阪市 お好み鉄板焼櫻 

東大阪市 カフェレストグスク 

東大阪市 カラオケ kiss 

東大阪市 カラオケ寿 

東大阪市 コメダ珈琲店東大阪吉田店 

東大阪市 スナックマリリン 

東大阪市 ダイニングキッチンバーアジト 

東大阪市 たちのみ家 

東大阪市 どさん子大将 長田西店 

東大阪市 ニューギャル 

東大阪市 ふたしな 

東大阪市 プチトマト 

東大阪市 ミスタードーナツ小阪ショップ 

東大阪市 喫茶忍 

東大阪市 居酒屋 HIYOKOYA UEDA 

東大阪市 居酒屋小春 
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市町村名 施設名称 

東大阪市 居酒屋大将 

東大阪市 居酒屋麒麟 

東大阪市 御食事御宴会ますみつ 

東大阪市 紅まる 

東大阪市 焼きとり じゃりんこ 

東大阪市 笑蛸 

東大阪市 太公望ほっぺち 

東大阪市 八剣伝 長瀬駅前店 

東大阪市 福すし 徳庵店 

東大阪市 夢乃 

東大阪市 遊食処円満 

東大阪市 鈴屋 

東大阪市 和ら樹 

東大阪市 篝火 

東大阪市 鮨処ひがみ 

泉南市 Cafe おりーぶ （サブタイトルで「おやつ工房」） 

泉南市 papa mama cafe  かくれ家 

泉南市 ごはんや yottaro よったろ 

泉南市 まつや食堂 

四條畷市 ビストロＲｉｐｏｓｏ 

四條畷市 縁 

交野市 BAR Boon 

交野市 いごっそう 

交野市 ペコリ 

交野市 大安門 

交野市 中華厨房やまぐち 

交野市 福すし 

大阪狭山市 カラオケ ホール エデン 

大阪狭山市 ミュージックスタジオ 1．２．３ 

大阪狭山市 レッドリボーン 

阪南市 あすな郞 

阪南市 かぶら 

阪南市 カラオケ チャンピオン 

阪南市 さりぃ 

阪南市 プランタン 
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市町村名 施設名称 

阪南市 魚ダイニング光 

阪南市 思い出の味 ひので 

島本町 たこ元まる・まる 

島本町 鮮酔丸 

豊能町 Cafe＆Gallery花音 

忠岡町 カラオケハウス千 

忠岡町 七五三屋 

熊取町 スリール３６９ 

田尻町 キッチンまろ 

田尻町 べいさいど中徳 

岬町 お好み焼サザンテイスト 

太子町 懐食 吉田 

 


