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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 10月１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 Baby coco 

大阪市都島区 Bar Chelsea 

大阪市都島区 Bar Olive 

大阪市都島区 FiL et FiL 

大阪市都島区 HISAKARRY 

大阪市都島区 Joyeux Noel 

大阪市都島区 Oboreru sakana  溺れる肴 

大阪市都島区 あん焼き焼きそば 陳麻婆豆腐 ＳＴＯＲＭ 

大阪市都島区 ビンドゥ― 京橋店 

大阪市都島区 家族亭 京橋店 

大阪市都島区 河内らーめん 喜神 

大阪市都島区 丸源ラーメン都島店 

大阪市都島区 志なのすけ京橋店 

大阪市都島区 小料理藤 

大阪市都島区 都そば 京阪京橋店 

大阪市都島区 博多もつ鍋やまや京阪京橋店 

大阪市都島区 立呑処へそ京橋店 

大阪市福島区 1046 cafe 

大阪市福島区 cana 

大阪市福島区 dapaidang105 福島店 

大阪市福島区 Raffa by Speranza 福島店 

大阪市福島区 あたりや食堂福島店 

大阪市福島区 ペガサス餃子 

大阪市福島区 家族亭 野田阪神店 

大阪市福島区 鶏や一十 

大阪市福島区 菜米炭 
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市町村名 施設名称 

大阪市福島区 志な乃亭野田阪神店 

大阪市福島区 森のサーカス 

大阪市福島区 鮮や丸 

大阪市福島区 炭火とワイン 福島店 

大阪市福島区 鳥しきひろせ 福島店 

大阪市福島区 鉄板屋欣 

大阪市福島区 天喜 

大阪市福島区 都そば 福島店 

大阪市福島区 博多中洲ぢどり屋 

大阪市此花区 １０１ワンオーワン 

大阪市此花区 アーカラ 

大阪市此花区 あいつ 

大阪市此花区 勝金(居酒屋) 

大阪市此花区 連山 

大阪市西区 Bistro de Ramekin 

大阪市西区 Cafe ABSINTHE 

大阪市西区 swallowtail 

大阪市西区 うず潮 

大阪市西区 大阪ドーム ビスタルーム８階 

大阪市西区 大阪ドーム 千代崎レストラン ３塁側選手サロン 

大阪市西区 大阪ドーム 千代崎レストラン プレスサロン 

大阪市西区 大阪ドーム 千代崎レストラン 一塁側選手サロン 

大阪市西区 きらく 

大阪市西区 すし活魚 魚蔵 肥後橋店 

大阪市西区 バイキング レストラン ラ・ベランダ 

大阪市西区 ビンドゥ イオンモール大阪ドームシティ店 

大阪市西区 ホテルルートイン大阪本町 食・呑み処 花々亭 

大阪市西区 嘉一 

大阪市西区 金久右衛門 阿波座店 

大阪市西区 串茶屋 

大阪市西区 紅紅 肥後橋店 

大阪市西区 奏 

大阪市西区 大阪科学技術センタービルレストラン 

大阪市西区 炭火やきとん 丸寿 肥後橋店 

大阪市西区 熱香森＆フォレストテーブル 
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市町村名 施設名称 

大阪市西区 本等鮨海馬 

大阪市西区 麺鶏宮崎郷土料理どぎゃん 

大阪市西区 鮨 MAU 

大阪市港区 THE DEN 

大阪市港区 お好み焼き もり家 

大阪市港区 お好み亭 山茶庵 

大阪市港区 ばあちゃんコロッケ 

大阪市港区 バンビーノ港区本店 

大阪市港区 楽膳きわき 

大阪市港区 居酒屋 串べぇ 

大阪市港区 焼肉の牛太本陣 弁天町ベイタワー店 

大阪市大正区 BamVino大正店 

大阪市大正区 お食事処よしや 

大阪市大正区 焼肉たつみ 

大阪市天王寺区 KoreanKitchen  まだん鶴橋店 

大阪市天王寺区 MARUFUJICAFE天王寺北口店 

大阪市天王寺区 quattroPLUS 

大阪市天王寺区 カールトンティーハウス 

大阪市天王寺区 カフェレスト風の物語 

大阪市天王寺区 きらくや 

大阪市天王寺区 サーティワンアイスクリーム上本町店 

大阪市天王寺区 しゃぶかつ かつ㐂 

大阪市天王寺区 チャイニーズダイニング蘭亭 

大阪市天王寺区 まんま 

大阪市天王寺区 みなとまちバール BamVino桃谷店 

大阪市天王寺区 回転寿司海幸 

大阪市天王寺区 三宝庵 上本町ＹＵＦＵＲＡ店 

大阪市天王寺区 志なのすけ上六店 

大阪市天王寺区 鶴 

大阪市天王寺区 天王寺 中屋 

大阪市天王寺区 都そば 天王寺店 

大阪市天王寺区 麺屋和人 天王寺北口本店 

大阪市天王寺区 立呑み処ゆるり 

大阪市天王寺区 和匠肉料理 松屋 天王寺 MIO店 

大阪市浪速区 da pai dang 105 なんばこめじるし店 
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市町村名 施設名称 

大阪市浪速区 Trattoria LOGIC OSAKA 

大阪市浪速区 スパイスカレーＡＭＭＹ 大阪難波店 

大阪市浪速区 ダイニング・マミー 

大阪市浪速区 王将倶楽部 

大阪市浪速区 家族亭 難波湊町店 

大阪市浪速区 華 

大阪市浪速区 極みとんかつ かつ喜 

大阪市西淀川区 1029 

大阪市西淀川区 喫茶るんるん 

大阪市西淀川区 山本屋 

大阪市東淀川区 at cuore 

大阪市東淀川区 びっくりドンキー上新庄店 

大阪市東淀川区 ひばり 

大阪市東淀川区 ぶんぶん 

大阪市東淀川区 ベル 

大阪市東淀川区 牛タンと京葱処 ねぎぼうず 

大阪市東淀川区 千成寿司 

大阪市東成区 あかね 

大阪市東成区 カラオケキッチン 

大阪市東成区 クローバー 

大阪市東成区 たこ坊主 

大阪市東成区 たべもんや長島 

大阪市東成区 中華料理 幸太楼 

大阪市東成区 都そば 鶴橋店 

大阪市東成区 馬肉・活魚・四季句感三本松 

大阪市生野区 jelly fish 

大阪市生野区 TUNE 

大阪市生野区 カラオケキッチン 

大阪市生野区 こうべがんちゃんぎょうざ 

大阪市生野区 スナック 幸子 

大阪市生野区 わいわいキッチンちび丸 

大阪市生野区 角や 

大阪市生野区 喜楽 

大阪市生野区 居酒屋まんま 

大阪市生野区 担々麺専門店和正 
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市町村名 施設名称 

大阪市生野区 都そば 今里店 

大阪市生野区 麺吉 

大阪市旭区 からたこ匠 本店 

大阪市旭区 デリヴェルデ 

大阪市城東区 LOGIC KYOBASHI店 

大阪市城東区 いつき 

大阪市城東区 なごみ鴫野店 

大阪市城東区 にわ 

大阪市城東区 ミディアム 

大阪市城東区 四季一善蒲生店 

大阪市城東区 焼肉いっぽ 

大阪市城東区 焼肉ホルモンのぼる屋 

大阪市城東区 琥珀色の隠れ家シャローム 

大阪市阿倍野区 BAR M 

大阪市阿倍野区 MARUFUJICAFEアベノ HOOP店 

大阪市阿倍野区 natural 9 

大阪市阿倍野区 PIZZERIA&BAR LOGIC  天王寺店 

大阪市阿倍野区 うのうあべの店 

大阪市阿倍野区 くいもの屋わん／札幌弥助 天王寺店 

大阪市阿倍野区 サーティワンアイスクリームあべのキューズモール店 

大阪市阿倍野区 らーめん極 

大阪市阿倍野区 居酒屋みきちゃん 

大阪市阿倍野区 鶏のいいとこどり 一鳥一炭 阿倍野店 

大阪市阿倍野区 三宝庵 あべのハルカスダイニング店 

大阪市阿倍野区 旬彩旬魚 傳右衛門 

大阪市阿倍野区 焼肉ホルモン BUNGO 天王寺店 

大阪市阿倍野区 焼肉ライクあべの橋店 

大阪市阿倍野区 酔子 

大阪市阿倍野区 大阪釆なりうどん きらく 

大阪市阿倍野区 炭火とワイン 天王寺店 

大阪市阿倍野区 博多もつ鍋やまや大阪あべの店 

大阪市住吉区 BAR空 sido 

大阪市住吉区 BAR晴ｙｅｓ 

大阪市住吉区 カジュアル鉄板 四季 

大阪市住吉区 クリーム本舗 
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市町村名 施設名称 

大阪市住吉区 とんかつ 花 

大阪市住吉区 フレンド 

大阪市住吉区 越前 

大阪市住吉区 花梨麻婆飯店我孫子店 

大阪市住吉区 中国小菜 双琉 

大阪市住吉区 都そば 我孫子店 

大阪市住吉区 肉卸 肉のオカヤマ 直売所 

大阪市住吉区 肉卸直営 焼肉 肉のオカヤマ 

大阪市東住吉区 Ｃａｆｅ Ａｖｉｓ 

大阪市東住吉区 dining barCORAL BAY 

大阪市東住吉区 ソウル園 

大阪市東住吉区 ゆかり 

大阪市東住吉区 旭日中国飯店 

大阪市東住吉区 紅龍 

大阪市東住吉区 長崎ちゃんぽん十鉄 大阪東住吉店 

大阪市西成区 A WALK 

大阪市西成区 N.ONE 

大阪市西成区 いっぷく屋 

大阪市西成区 カラオケ居酒屋ひちみ 

大阪市西成区 カラオケ居酒屋聖子 

大阪市西成区 チャーライ極 

大阪市西成区 つけ麺 まる節 

大阪市西成区 みよし居酒屋 

大阪市西成区 居酒屋 憲 

大阪市西成区 居酒屋げんなおし 

大阪市西成区 笹屋 

大阪市西成区 焼肉アリラン 

大阪市西成区 大よし 

大阪市西成区 武蔵 

大阪市西成区 麺匠丸極 

大阪市淀川区 CARPE DIEM 

大阪市淀川区 HIDEOUT 

大阪市淀川区 standup 

大阪市淀川区 カフェ・テラスケイボー 

大阪市淀川区 すし処八ちゃん 
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市町村名 施設名称 

大阪市淀川区 すずや 

大阪市淀川区 すなおやごはん亭 

大阪市淀川区 ひすい珈琲屋 

大阪市淀川区 磯丸水産十三西口駅前店 

大阪市淀川区 回転江戸前すし とれとれ屋 三国店 

大阪市淀川区 海鮮すなおや食堂新大阪店 

大阪市淀川区 魚居酒屋すなおや三国店 

大阪市淀川区 魚居酒屋すなおや西中島本店 

大阪市淀川区 魚居酒屋すなおや東三国店 

大阪市淀川区 魚処 すし一 

大阪市淀川区 魚料理 ふじい 

大阪市淀川区 串かつ花むら東三国店 

大阪市淀川区 酒スタンド魚蔵西中島３丁目店 

大阪市淀川区 酒房ふじ 

大阪市淀川区 寿司居酒屋すしまる屋 東三国店 

大阪市淀川区 寿司居酒屋すなおや 新大阪店 

大阪市淀川区 大阪焼肉松屋 新大阪店 

大阪市淀川区 都そば 神崎川店 

大阪市淀川区 日本のお酒とアテごんぞー 

大阪市淀川区 麻布珈琲店 

大阪市淀川区 麺匠はなみち十三店 

大阪市淀川区 炉端焼逢坂の蔵 

大阪市淀川区 炉端焼西中島の蔵 

大阪市鶴見区 お好み焼・鉄板焼きん太 今福鶴見店 

大阪市鶴見区 シードリームつるみ 

大阪市鶴見区 志な乃亭鶴見本店 

大阪市鶴見区 酒久ら 

大阪市住之江区 Natural cafe&bar mofu mofu 

大阪市住之江区 サーティワンアイスクリーム住之江北加賀屋 RS店 

大阪市住之江区 スナック Miya 

大阪市住之江区 スナック ボナンザ 

大阪市住之江区 とんかつ かつ喜 玉出店 

大阪市住之江区 家族亭 住之江店 

大阪市住之江区 丸亀 

大阪市住之江区 丸源ラーメン住之江店 
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市町村名 施設名称 

大阪市住之江区 金久右衛門 南港 ATC店 

大阪市住之江区 互談や インテックス大阪店 

大阪市住之江区 渋谷ラテングリル 

大阪市住之江区 焼き鳥居酒屋 俺ん家 

大阪市住之江区 蛸屋きはち 

大阪市住之江区 中華そば 丈花 

大阪市住之江区 穂まれ 

大阪市平野区 Beeian 平野店 

大阪市平野区 Ristorante Shin 

大阪市平野区 あひる珈琲 

大阪市平野区 このみ亭 

大阪市平野区 とんかつ かつ喜 長吉長原店 

大阪市平野区 ひろたや 

大阪市平野区 みどり 

大阪市平野区 喫茶るんるん 

大阪市平野区 焼肉特急 PREMIUM 長吉長原駅 

大阪市北区 ALBAR＋天満店 

大阪市北区 bar moonwalk 梅田東通り店 

大阪市北区 BAR NOAH 

大阪市北区 BLOOM 

大阪市北区 Bonheur ボヌール 

大阪市北区 Bottega Cafe 阪急メンズ大阪 

大阪市北区 Coo-Coo大阪駅前第３ビル店 

大阪市北区 Enchantee 

大阪市北区 guilty 

大阪市北区 IZAKAYA TIERRA KAKUREGA 

大阪市北区 kita no Blue 

大阪市北区 Kitchen ku和 

大阪市北区 M PRIME 

大阪市北区 majocafe 

大阪市北区 Pizzeria&Bar LOGIC UMEDA店 

大阪市北区 salon de moonlight  

大阪市北区 tetemaru 

大阪市北区 Unico西梅田店 

大阪市北区 あたりや食堂東通り店 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 うおくら 梅田店 

大阪市北区 おにぎり竜 

大阪市北区 おやさいガーデン TIERRA 

大阪市北区 おやさいバル TIERRA 

大阪市北区 お万菜と酒 にぶるす 

大阪市北区 かこみ 

大阪市北区 かよい 

大阪市北区 カルビ火山堂島店 

大阪市北区 クラブのぶ 

大阪市北区 クラブ山名 

大阪市北区 サーティワンアイスクリーム天満駅前店 

大阪市北区 シアトルズベストコーヒー新関電ビル 

大阪市北区 ジャックと豆の木 

大阪市北区 シルバー 大阪市立科学館店 

大阪市北区 シロクマ 

大阪市北区 すし処 おとわ北新地本通店 

大阪市北区 すし処おとわ 船大工店 

大阪市北区 スナックとも 

大阪市北区 スナック十勝野 

大阪市北区 チャイニーズビストロ蘭亭茶屋町店 

大阪市北区 ちょい呑み食堂 tutini 

大阪市北区 てんまのいえ 

大阪市北区 なにわ瓢天 梅田スカイビル店 

大阪市北区 パイナップル 

大阪市北区 パレス 

大阪市北区 びっくりドンキー梅田東店 

大阪市北区 ビンドゥ 梅田阪急グランドビル店 

大阪市北区 ビンドゥー 太融寺店 

大阪市北区 プチフルール 

大阪市北区 ベルヴィルホワイティうめだ店 

大阪市北区 まつだ 

大阪市北区 モスバーガー 大阪駅前第２ビル店 

大阪市北区 やよい軒 東天満店 

大阪市北区 ラーメンチョンマゲ大阪天六店 

大阪市北区 わいん屋ゆとり 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 わがままキッチン MojoMojo 

大阪市北区 磯丸水産大阪駅前第２ビル店 

大阪市北区 磯丸水産天満駅前店 

大阪市北区 磯丸水産梅田お初天神前店 

大阪市北区 卯月 

大阪市北区 渦流 うずる 

大阪市北区 音羽別館 

大阪市北区 家族亭 梅田ナビオ店 

大阪市北区 家族亭 梅田阪急三番街店 

大阪市北区 家族亭 梅田地下街店 

大阪市北区 家族亭 梅田茶屋町店 

大阪市北区 花旬庵 ＬＩＮＫＳ ＵＭＥＤＡ店 

大阪市北区 牛若丸 

大阪市北区 錦 梅田店 

大阪市北区 串カツとイタメシ処 金色バンビ 

大阪市北区 結鳥 

大阪市北区 月海 

大阪市北区 紅紅 南森町店 

大阪市北区 三番街梅八 

大阪市北区 食堂 PLUG 

大阪市北区 新関電ビル３階喫茶 

大阪市北区 新鮮ホルモン酒場 ごっつ 天満店 

大阪市北区 西洋料理 いまとむかし 

大阪市北区 大広 

大阪市北区 大阪の味らーめん 喜らく 

大阪市北区 大知茶屋 

大阪市北区 中国菜エスサワダ店 

大阪市北区 中崎バール Switch 

大阪市北区 都そば 新梅田店 

大阪市北区 都そば 中津店 

大阪市北区 都そば 天五店 

大阪市北区 都そば 天満店 

大阪市北区 都そば 梅田芝田店 

大阪市北区 都そば 梅田店 

大阪市北区 都由 堂島店 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 呑べえ寿司 

大阪市北区 南森町いち五郎 

大阪市北区 肉料理 神谷 

大阪市北区 博多 BARU 中村屋 

大阪市北区 八寸 

大阪市北区 浜焼ドラゴン大阪駅前第３ビル店 

大阪市北区 北ノ酒場 TACHIPPA 

大阪市北区 北新地三番地 

大阪市北区 本かつ喜 

大阪市北区 和匠肉料理 阪急梅田店 

大阪市北区 姜家 

大阪市北区 鮨処音羽 ルクアイーレ店 

大阪市北区 鮨処音羽 北新地永楽店 

大阪市中央区 アパホテルなんば北心斎橋駅前 1階 

大阪市中央区 Absinthe SOLAAR 

大阪市中央区 Air's clover 

大阪市中央区 Ash 

大阪市中央区 BAR FAM 

大阪市中央区 BAR Reiche 

大阪市中央区 BAR U7 

大阪市中央区 BINDU 京阪シティモール店 

大阪市中央区 Buon Grande ARIA 

大阪市中央区 CHiCAFE 

大阪市中央区 CUCINA MAGGIO 

大阪市中央区 da pai dang 105 心斎橋 PARCO店 

大阪市中央区 dan dan noodles 

大阪市中央区 Darts&DiningBarR道頓堀店 

大阪市中央区 escape LODGE and ESPRESSO 

大阪市中央区 HarikenKitchen 

大阪市中央区 iRene 

大阪市中央区 MAHARAJA MINAMI 

大阪市中央区 merry bar due  

大阪市中央区 PAPA VANIA 

大阪市中央区 PIZZERIA&BAR LOGIC 

大阪市中央区 PIZZERIA&BAR LOGIC 本町店 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 Pizzeria&Oyster LOGIC URA NAMBA店 

大阪市中央区 Ｒａｎｓ 

大阪市中央区 Ristorante IL PRINCIPE 

大阪市中央区 Sonare 

大阪市中央区 あたりや食堂なんば店 

大阪市中央区 アップル 

大阪市中央区 アバッキオ 

大阪市中央区 アパホテルなんば心斎橋西 1階朝食会場 

大阪市中央区 インドレストラン アカース 

大阪市中央区 エミ 

大阪市中央区 おぐら 

大阪市中央区 お豆 

大阪市中央区 カルビ火山難波店 

大阪市中央区 カレーのぼんチョビ 

大阪市中央区 サーティワンアイスクリームなんばウォーク店 

大阪市中央区 サーティワンアイスクリーム千日前店 

大阪市中央区 シアトルズベストコーヒーＮＨＫアトリウム店 

大阪市中央区 すし処 築地 

大阪市中央区 スター・アイル 大阪歴史博物館店 

大阪市中央区 スナック愛 

大阪市中央区 スナック都の樹 

大阪市中央区 チャイニーズビストロ蘭亭本町店 

大阪市中央区 ニューコクサイ 

大阪市中央区 のえるぱん 

大阪市中央区 のりを西心斎橋店 

大阪市中央区 ビンドゥ― なんば店 

大阪市中央区 麵屋まるきゅ 

大阪市中央区 やぐら海乃山 

大阪市中央区 よめむこカフェ 

大阪市中央区 よろい 

大阪市中央区 ラウンジメイ 

大阪市中央区 ルミステール 

大阪市中央区 レストラン ラ・ベランダ 

大阪市中央区 レストランプレスキル 

大阪市中央区 磯丸水産なんば御堂筋店 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 磯丸水産なんば南海通り店 

大阪市中央区 磯丸水産千日前店 

大阪市中央区 磯丸水産道頓堀店 

大阪市中央区 鰻谷 蛸にし家 

大阪市中央区 沖縄居酒屋がちまやー 

大阪市中央区 家族亭 なんばウォーク店 

大阪市中央区 割烹新 

大阪市中央区 瓦町ビル食堂シルヴァー 

大阪市中央区 吉み乃製麺所 

大阪市中央区 宮崎郷土料理どぎゃん 

大阪市中央区 宮崎地鶏 とりと 

大阪市中央区 宮崎野鶏 ぢどっこ 平野町店 

大阪市中央区 宮崎野鶏 ぢどっこ 北浜店 

大阪市中央区 居酒屋 なごし 

大阪市中央区 居酒屋 彩場 

大阪市中央区 魚蔵 伏見町店 

大阪市中央区 串かつ八の八 

大阪市中央区 香炭 

大阪市中央区 志なのすけ心斎橋店 

大阪市中央区 志な乃亭天満橋店 

大阪市中央区 七弐八製麺 

大阪市中央区 酒肴鹿六 

大阪市中央区 寿司たいすけ 

大阪市中央区 旬彩 彌重 

大阪市中央区 焼肉ライク 天満橋店 

大阪市中央区 上等カレー大手前店 

大阪市中央区 上等カレー平野町店 

大阪市中央区 心斎橋 かつ喜 

大阪市中央区 心斎橋 松屋 パルコ店 

大阪市中央区 台灣食堂南船場本店 

大阪市中央区 大よし本店 

大阪市中央区 谷町一味禅 

大阪市中央区 炭火やきとん 丸寿 高麗橋店 

大阪市中央区 炭焼すみれ 

大阪市中央区 炭焼巧房とり乃 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 中国料理 興隆園 

大阪市中央区 鉄板工房 Panyo 

大阪市中央区 天蓼山 

大阪市中央区 電脳酒 BAR CYBER DRUNKERS TUAL‐ON 

大阪市中央区 都そば 本町店 

大阪市中央区 豆腐料理 空野 

大阪市中央区 道頓堀いこい 

大阪市中央区 肉食堂・肉酒場 1129 なんば CITY店 

大阪市中央区 末廣家 

大阪市中央区 悠笑 

大阪市中央区 浪速割烹㐂川 

堺市堺区 home cafe LinoLino 

堺市堺区 Largo 

堺市堺区 SingledishJUN 

堺市堺区 WINE&ODEN ひそか 

堺市堺区 かき豊中店 

堺市堺区 クリーム本舗 

堺市堺区 こはちゃんのジェラート屋さん 

堺市堺区 トリヨシ商店堺東駅前店 

堺市堺区 とんかつ立花 

堺市堺区 ひまわり 

堺市堺区 磯丸水産堺東駅前店 

堺市堺区 家族亭 堺東店 

堺市堺区 花梨麻婆酒家 

堺市堺区 喫茶店 赤いばら 

堺市堺区 志なのすけ堺東店 

堺市堺区 手打ちうどん 竹生 

堺市堺区 焼肉 樹苑 

堺市堺区 焼肉ホルモンブンゴ堺東店 

堺市堺区 焼肉牛王堺店 

堺市堺区 新月 

堺市堺区 日本酒 LARGO 

堺市中区 L.I.T 

堺市中区 lounge芯 

堺市中区 うまいもん家館 
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市町村名 施設名称 

堺市中区 カフェどんぐり 

堺市中区 クリーム本舗 

堺市中区 サーティワンアイスクリーム堺泉北２号 RS店 

堺市中区 サーティワンアイスクリーム堺福田 RS店 

堺市中区 サーティワンアイスクリーム深井 RS店 

堺市中区 唄の店祭 

堺市中区 丸源ラーメン堺福田店 

堺市中区 焼肉 1129 大野芝店 

堺市中区 天勝 

堺市中区 得得 大野芝店 

堺市東区 farmers restaurant BODAI 

堺市東区 FarmersCafeBODAI 

堺市東区 Spicecurry baul 

堺市東区 萬家 

堺市西区 きらく 

堺市西区 とんかつかつ㐂 

堺市西区 河内らーめん 喜神 

堺市西区 割烹あをき 

堺市西区 居酒屋みほちゃん 

堺市西区 大阪の味らーめん 喜らく 

堺市南区 サーティワンアイスクリーム泉北パンジョ店 

堺市南区 丸源ラーメン泉北店 

堺市南区 大阪の味らーめん喜らくアクロスモール店 

堺市南区 名代カレーうどん きらく 

堺市北区 カフェ＆BAR 生バンド おんまつり 

堺市北区 サーティワンアイスクリームイオンモール堺北花田店 

堺市北区 サーティワンアイスクリームしんかな中環 RS店 

堺市北区 スナック きらら 

堺市北区 ふじき 

堺市北区 花梨麻婆飯店 

堺市北区 酒食和処 一茶 

堺市北区 焼肉市場みや 

堺市北区 焼肉酒場肉神 

堺市美原区 ファーマーズオリジン 

堺市美原区 焼肉特急 美原駅 
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市町村名 施設名称 

岸和田市 KOHAGELA 

岸和田市 ＳＴＯＲＭ 岸和田店 

岸和田市 お好み焼・鉄板焼 きん太 岸和田店 

岸和田市 カラオケ Hiro.87 

岸和田市 サーティワンアイスクリーム岸和田 RS店 

岸和田市 タコヤキダイニングエーティーズ 

岸和田市 ちょうちん 

岸和田市 とんかつ かつ喜 岸和田小松里店 

岸和田市 とんかつ かつ喜 岸和田店 

岸和田市 ホテルルートイン大阪岸和田 食・呑み処 和み（なごみ） 

岸和田市 まんまるお月さま 

岸和田市 河内らーめん 喜神 岸和田店 

岸和田市 君の名は 

岸和田市 焼肉特急 岸和田駅 

岸和田市 大阪うどん きらく 

岸和田市 朝比奈亭 Cafeちきり 

岸和田市 鳥いちばん 岸和田店 

岸和田市 鳥きんぐ 岸和田店 

豊中市 ｆｕｌａｒｉ ｃａｆｅ 

豊中市 おうちごはん「とと。」 

豊中市 お好み焼・鉄板焼 きん太 東豊中店 

豊中市 カラオケ 松山 

豊中市 くいもの屋わん 豊中駅前店 

豊中市 ゴンチャせんちゅうパル店 

豊中市 サーティワンアイスクリーム豊中内環 RS店 

豊中市 つるや 

豊中市 とんかつ かつ喜 豊中南店 

豊中市 とんかつ花むら千里中央店 

豊中市 とんかつ梅八 千里店 

豊中市 のりを庄内店 

豊中市 パンケーキカフェ ベルヴィル千里中央店 

豊中市 ピエトロ千里中央店 

豊中市 マルショウ 

豊中市 家族亭 千里中央店 

豊中市 関西おだし だし蔵すき焼き店 
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市町村名 施設名称 

豊中市 丸源ラーメン豊中千里店 

豊中市 居酒屋キンボシ 

豊中市 金比羅製麺 豊中千里店 

豊中市 金比羅製麺 豊中大黒店 

豊中市 金比羅製麺 豊中北緑丘店 

豊中市 阪急産業住商千里ビル食堂 

豊中市 志なのすけ庄内店 

豊中市 太鼓亭 豊中店 

豊中市 太鼓亭服部緑地店 

豊中市 天ぷら食堂 おた福 豊中千里店 

豊中市 天丼専門店てんき 

豊中市 都そば 岡町駅前店 

豊中市 都そば 豊中店 

豊中市 敦煌 

豊中市 麻 

池田市 BobCat 

池田市 casual bar TAMAGO 

池田市 Lounge Bar Seven 

池田市 お好み焼きチェリー 

池田市 カフェ三菓亭 

池田市 そば太鼓亭 池田鉢塚店 

池田市 とんかつ花むら池田店 

池田市 家族亭 池田店 

池田市 割烹音羽鮨 池田出前センター 

池田市 金比羅製麺 池田神田店 

池田市 酒肴料理 菜々海 

池田市 焼肉特急 池田駅 

池田市 邸宅レストラン雅俗山荘 

池田市 麺処丸正 

池田市 流れ鮨三代目おとわ 池田総本店 

池田市 鮨虎 

池田市 鮨虎駅前店 

吹田市 （株）太鼓亭 吹田金田店（１９号店） 

吹田市 CAPECOD 

吹田市 キッチンＫＥＮＴＯ 
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市町村名 施設名称 

吹田市 くいもの屋わん 江坂駅前店 

吹田市 クレープリポパン江坂店 

吹田市 サーティワンアイスクリーム江坂店 

吹田市 ジパングカリーカフェ江坂駅前店 

吹田市 そば太鼓亭 吹田山田店 

吹田市 びっくりドンキー江坂店 

吹田市 びっくりドンキー千里店 

吹田市 ラ・シェーナ 

吹田市 安達酒販 

吹田市 音羽鮨 千里山店 

吹田市 家族亭 阪急山田店 

吹田市 魚居酒屋すなおや江坂店 

吹田市 極みとんかつ かつ喜 

吹田市 金比羅製麺 吹田岸部店 

吹田市 朱里 

吹田市 酒スタンド魚蔵（江坂本店） 

吹田市 創作中国菜 桃花 

吹田市 中華料理八番館 

吹田市 長崎ちゃんぽん十鉄 大阪吹田店 

吹田市 豆太鼓亭 吹田北千里店 

吹田市 炉端焼榎坂の蔵 

泉大津市 お好み焼・鐵板焼 きん太 和泉大津店 

泉大津市 カラオケチェリー 

泉大津市 べアーズカフェ 

高槻市 ｄａｉニング Miーo 

高槻市 NightB.B.05 

高槻市 くいもの屋わん 阪急高槻店 

高槻市 さんぶんのいち 

高槻市 そば太鼓亭 高槻城東店 

高槻市 ちん串 

高槻市 びっくりドンキー高槻西店 

高槻市 ふぐ義 

高槻市 ル，シェール 

高槻市 磯丸水産高槻店 

高槻市 家族亭 高槻店 
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市町村名 施設名称 

高槻市 喫茶プーコック 

高槻市 金比羅製麺 高槻清福寺店 

高槻市 城北食堂 高槻店 

高槻市 太鼓亭 大畑店 

高槻市 大阪うどん太鼓亭 高槻大塚店 

高槻市 都そば 高槻店 

貝塚市 クリーム本舗 

貝塚市 鳥いちばん 貝塚店 

守口市 CLUB北野 bounceback 

守口市 お好み焼・鉄板焼 きん太 守口店 

守口市 スナックエンドレス 

守口市 トライアングル 

守口市 なごみ守口駅前店 

守口市 びっくりドンキー守口店 

守口市 家族亭 守口店 

守口市 居酒屋りょう 

守口市 串焼藤 

守口市 都そば 土居店 

枚方市 （有）ディララムコーポレーション インド料理ミラン 香里ケ丘店 

枚方市 cafe camyu 

枚方市 cafe de RORO&DOGs まきの店 

枚方市 DIP RASNA 禁野本町店 

枚方市 DIP RASNA 枚方店 

枚方市 N 

枚方市 インド料理ミラン 長尾店 

枚方市 お好み焼・鉄板焼 きん太 茄子作店 

枚方市 お好み焼・鉄板焼 きん太 出屋敷店 

枚方市 お好み焼・鉄板焼 きん太 養父店 

枚方市 カラオケ＆喫茶ふれんど 

枚方市 カラオケ喫茶 季代美 

枚方市 カラオケ喫茶くみ 

枚方市 一千庵 

枚方市 回転寿司弁慶田口店 

枚方市 格寿司 

枚方市 志なのすけ枚方店 
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枚方市 手づくり本舗うずや 

枚方市 樹 

枚方市 弁慶 招提店 

枚方市 弁慶すし 東香里本店 

枚方市 弁慶すし 楠葉並木店 

枚方市 弁慶どんぶり太郎朝日丘店 

茨木市 お好み焼やすこ 

茨木市 カラ居酒屋ぶんちゃん 

茨木市 サーティワンアイスクリーム茨木中環 RS店 

茨木市 そば太鼓亭 茨木松ヶ本店 

茨木市 とり亭 

茨木市 家族亭 茨木店 

茨木市 家族亭 阪急茨木店 

茨木市 丸源ラーメン茨木店 

茨木市 金比羅製麺 茨木玉櫛店 

茨木市 髙木珈琲茨木店 

八尾市 AINOROI 

八尾市 ＢＩＮＤＵ リノアス店 

八尾市 お好み焼・鉄板焼 きん太 八尾店 

八尾市 カラオケステージ M 

八尾市 カラオケちゃいむ館 

八尾市 カラオケ喫茶 フレンド 

八尾市 カルビの王様 八尾店 

八尾市 くいもの屋わん 近鉄八尾店 

八尾市 しゃぶかつ かつ喜 

八尾市 ダイリキＩＹ八尾店 

八尾市 ビンドゥ― 八尾店 

八尾市 メロディー 

八尾市 ラヴリー 

八尾市 一品料理 夜車 

八尾市 家族亭 リノアス八尾店 

八尾市 河内らーめん喜神 

八尾市 戸井商店 

八尾市 薩摩茶美豚とんかつ 八尾 花 

八尾市 焼肉特急 PREMIUM アクロスプラザ八尾駅 



 

21 

市町村名 施設名称 

八尾市 中華厨房 もりもと 

八尾市 天婦羅小のや 

八尾市 炉端焼き酒場 一心 八尾店 

泉佐野市 お食事処植田 

泉佐野市 クリーム本舗 

泉佐野市 サーティワンアイスクリームりんくうプレミアム・アウトレット店 

泉佐野市 さくら堂カフェ 

泉佐野市 しゃぶかつ かつ喜 

泉佐野市 とんかつ かつ喜 

泉佐野市 とんかつ かつ喜 泉佐野店 

泉佐野市 一笑 

泉佐野市 河内らーめん 喜神 

泉佐野市 大阪うどん きらく 日根野店 

泉佐野市 鉄板＆ダイニング NANDE 

泉佐野市 得得 泉佐野市場西店 

泉佐野市 日根野食堂 

富田林市 ＡＲＫ 

富田林市 ＢＡＲ ＳＴＹＬＥ ＣＲＡＳＨ 

富田林市 ＯＮＩＪＵＳ ＣＯＦＦＥＥ ＶＩＬＬＡＧＥ 

富田林市 なおすけ 

富田林市 ビジネス inn翠月 

富田林市 やきとり大吉富田林西口店 

富田林市 喜神菜館 

富田林市 喫茶 憩 

富田林市 極みとんかつ かつ喜 喜志店 

富田林市 鶏のいいとこどり 一鳥一炭 

富田林市 源氏本店 

富田林市 彩りとんかつ かつ喜亭 金剛店 

富田林市 大阪うどん きらく 富田林本店 

富田林市 大阪の味らーめん 喜らく 

富田林市 中国料理 蓮花 

富田林市 鳥きんぐ 富田林店 

寝屋川市 5STAR KITCHEN 

寝屋川市 お好み焼・鉄板焼 きん太 対馬江店 

寝屋川市 お好み焼・鉄板焼 きん太 大成町店 
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寝屋川市 そば太鼓亭 寝屋川松屋店 

寝屋川市 バードラゴン 

寝屋川市 モスバーガー 萱嶋店 

寝屋川市 やぶとも 

寝屋川市 丸源ラーメン寝屋川店 

寝屋川市 居酒屋てん 

寝屋川市 焼肉ホルモン じゃっく 

寝屋川市 都そば 香里園店 

寝屋川市 本場インド料理ガネーシュ アル・プラザ香里園店 

寝屋川市 餃子酒場 サブロー 

河内長野市 おが多幸 

河内長野市 カルビの王様 河内長野店 

河内長野市 サーティワンアイスクリーム河内長野 RS店 

河内長野市 喜神菜館 河内長野店 

松原市 cafe bar Boo 

松原市 あおいや 

松原市 カラオケ喫茶みち 

松原市 クリーム本舗 

松原市 サーティワンアイスクリーム松原三宅 RS店 

松原市 とんかつ かつ喜松原店 

松原市 四季一善松原店 

松原市 小料理ゆず 

松原市 焼肉ホルモン げんた 

松原市 信濃そば 

松原市 鳥きんぐ 松原店 

松原市 美ら島居食屋 そんちゃん家 

大東市 SOLEIL 

大東市 カフェブルースター 

大東市 サーティワンアイスクリーム大東外環 RS店 

大東市 ステーキハウス三ツ川 

大東市 スナック花笑 

大東市 とんかつ かつ喜 住道店 

大東市 呑み処やすっちゃん 

大東市 韓国食堂ぼんちゃん 

大東市 居酒屋 豊昇 
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大東市 居酒屋とくみち 

大東市 九州魂 住道店 

大東市 元龍菜 

大東市 松屋焼肉すてぇ～き 住道オペラパーク店 

大東市 大阪釆なりうどん 住道店 

大東市 珈琲 Mirai（みらい） 

和泉市 Ｔｉａｒａのキモチ 

和泉市 おんま 

和泉市 お好み焼・鉄板焼 きん太 和泉店 

和泉市 カラオケパラダイス和泉店 

和泉市 クリーム本舗 

和泉市 サーティワンアイスクリームららぽーと和泉店 

和泉市 サトキチ 

和泉市 とんかつ かつ喜 和泉中央店 

和泉市 とんかつかつ喜 ららぽーと和泉店 

和泉市 ニューあしべ 

和泉市 ホテルルートイン大阪和泉 食・呑み処 和み（なごみ） 

和泉市 ルージュトマト 和泉中央店 

和泉市 縁処恩 

和泉市 河内らーめん 喜神 和泉納花店 

和泉市 漁師の台所 

箕面市 ALOHA ANGEL CAFE 

箕面市 RICCIO BASE 

箕面市 音羽山荘 

箕面市 家族亭 みのおキューズモール店 

箕面市 金比羅製麺 箕面稲店 

箕面市 和匠肉料理 松屋 箕面店 

柏原市 M's2 

柏原市 笑楽飲 一心 

羽曳野市 お好み焼・鉄板焼 河内源氏 羽曳が丘店 

羽曳野市 サーティワンアイスクリーム羽曳野外環 RS店 

羽曳野市 立ち飲み処 武島 

門真市 お好みハウスふらっぺ 

門真市 お好み焼と珈琲拓 

門真市 カラオケちょっとバー MＹＪＯＫＥ 
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門真市 カルビの王様 古川橋店 

門真市 スナック美麗 

門真市 なごみ古川橋店 

門真市 和食あずき 

摂津市 お好み焼 ボタ 

摂津市 カラオケ喫茶 POPPO 

高石市 クリーム本舗 

高石市 とんかつ かつ喜 高石店 

高石市 フィーカヤンソン 

高石市 ホテルルートイン大阪高石ー羽衣駅前ー 食・呑み処 和み （なごみ） 

高石市 丸源ラーメン高石店 

藤井寺市 カラオケ居酒屋ともだち 

藤井寺市 カルビの王様 藤井寺店 

藤井寺市 サーティワンアイスクリームイオン藤井寺 SC店 

藤井寺市 とんかつ かつ喜 

藤井寺市 御忍び炉端 一心 

藤井寺市 焼き鳥め組 

藤井寺市 炉端焼き酒場 一心 藤井寺店 

藤井寺市 和匠肉料理 松屋 藤井寺店 

東大阪市 American diner bamboo 

東大阪市 Ｃｒｅｎｓｈａｗ 

東大阪市 dining居酒屋りあん 

東大阪市 HEIZO 

東大阪市 KoreanKitchen まだん東大阪店 

東大阪市 LOOP.vg 

東大阪市 OneorEight 

東大阪市 SKY 

東大阪市 SNACKmama友 

東大阪市 アミー 

東大阪市 おせろ 

東大阪市 お好み焼・鉄板焼 きん太 フレスポ店 

東大阪市 お好み焼きえくぼ 

東大阪市 キッサ チャオ 

東大阪市 くいもの屋わん 鴻池新田駅前店 

東大阪市 くいもの屋わん 瓢箪山店 
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東大阪市 グリル＆カフェトシ 

東大阪市 しゃぶしゃぶ・すき焼 もりた 

東大阪市 スナック 鈴蘭 

東大阪市 スナック伸 

東大阪市 ダーツバーソレイユ 

東大阪市 ダイニングバーガーゴ 

東大阪市 ダイリキ若江岩田駅前店 

東大阪市 ちゃんこ奄美 

東大阪市 つくも 

東大阪市 てんぐさ 

東大阪市 とり庵布施 

東大阪市 むさし 

東大阪市 飲食店 茶女家 

東大阪市 欧炉知 

東大阪市 沖縄居酒屋オナガ家 

東大阪市 河内の呑みどころ鶴姫 中華居酒屋鶴姫 

東大阪市 花帆 

東大阪市 株式会社 森田ビル 炭火焼 もりた 

東大阪市 居酒屋 ぼんご 

東大阪市 居酒屋 蛍 

東大阪市 居酒屋 酒笑、 

東大阪市 焼肉 1129 高井田店 

東大阪市 太公望 ZEN 

東大阪市 都そば 第二布施店 

東大阪市 都そば 長瀬店 

東大阪市 都そば 布施店 

東大阪市 福島.上等カレー高井田店 

東大阪市 味工房たもつ 

泉南市 たこ焼き酒場蛸市 

泉南市 とんかつ かつ喜 泉南新家店 

泉南市 縁の花 

泉南市 活魚料理鍋物まつり 

泉南市 田舎料理 富美 

四條畷市 とんかつ かつ喜 四條畷店 

交野市 カフェ＆レストランジュリア 
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交野市 ハーブとガレット 

交野市 金比羅製麺 交野私部店 

交野市 食菜酒房 ひろ 

交野市 弁慶 交野駅前店 

大阪狭山市 カラオケ のこ 

大阪狭山市 とんかつ かつ喜 大阪狭山店 

大阪狭山市 焼肉 1129 狭山店 

阪南市 カラオケスナック一番星 

忠岡町 皐蘆 

忠岡町 食べ処呑み処いまむら 

太子町 ふくべ 

河南町 レストラン＆カフェ 愚留芽 

 


