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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 22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 Drip-X-Cafe ヴィアイン大阪京橋 

大阪市都島区 KICHIRI京橋 

大阪市都島区 えびのや 京阪モール京橋店 

大阪市都島区 シェフ`sキッチン ポルナレフ 

大阪市都島区 やよい軒 京橋店 

大阪市都島区 京橋真道 

大阪市都島区 百里香 

大阪市都島区 麺家 京橋外回り 

大阪市都島区 麺家 京橋東西線 

大阪市都島区 鮨 Ｓｕｂｌｉｍｅ 

大阪市福島区 サバ６製麺所 海老江店 

大阪市福島区 サバ６製麺所 福島本店 

大阪市福島区 すし処香味岡 

大阪市福島区 スタンド十忠八九 

大阪市福島区 タリーズコーヒー JCHO大阪病院 

大阪市福島区 タリーズコーヒー ホテル阪神大阪 

大阪市福島区 タリーズコーヒー 野田阪神ウイステ 

大阪市福島区 とり藤 

大阪市福島区 ホルモン酒場肉どうし福島店 

大阪市福島区 やよい軒 野田阪神店 

大阪市福島区 季楽酒場おっきゃがり 

大阪市福島区 魚屋十忠八九 

大阪市福島区 串イッカ福島本店 

大阪市福島区 焼肉肉どうし福島店 

大阪市福島区 生ハムとイタメシ 86ストア 

大阪市福島区 鳥貴族 野田店 
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市町村名 施設名称 

大阪市福島区 福島壱麺ラーメン時々日本酒 

大阪市此花区 タリーズコーヒー ザ パーク フロント ホテル 

大阪市此花区 悦 

大阪市此花区 山内農場 西九条西口駅前店 

大阪市此花区 風神雷神 ＲＡ－ＭＥＮ 

大阪市此花区 麺家 西九条 

大阪市西区 AL SODO 

大阪市西区 アーフェリーク迎賓館 大阪 

大阪市西区 ケンタッキーフライドチキン大阪ドーム店 

大阪市西区 サバ６製麺所 新町店 

大阪市西区 やよい軒 阿波座店 

大阪市西区 海鮮酒場海だより 

大阪市西区 吉み乃製麺所 

大阪市西区 酒場とらず 西本町店 

大阪市西区 食事処鬼酔 

大阪市西区 心八剣伝 阿波座店 

大阪市西区 味囍園 

大阪市西区 麺乃庄つるまる饂飩 阿波座店 

大阪市西区 目利きの銀次 肥後橋駅前店 

大阪市港区 K's cafe 

大阪市港区 R.O.F 

大阪市港区 居心伝 天保山店 

大阪市港区 鶴橋風月 弁天町店 

大阪市大正区 Pompadour 

大阪市大正区 だるまや酒蔵大正店 

大阪市天王寺区 カフェプレスト天王寺 

大阪市天王寺区 くら寿司 上本町店 

大阪市天王寺区 さち福や Cafe 

大阪市天王寺区 タリーズコーヒー 大阪赤十字病院 

大阪市天王寺区 タリーズコーヒー天王寺公園 

大阪市天王寺区 ツリーカフェ 

大阪市天王寺区 デリカフェ・キッチン天王寺 

大阪市天王寺区 古潭 アベ地下店 

大阪市天王寺区 七福亭 

大阪市天王寺区 鶴橋風月 本店 
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市町村名 施設名称 

大阪市天王寺区 麺家 みちくさ 

大阪市天王寺区 麺家 鶴橋 

大阪市天王寺区 麺家 天王寺 

大阪市浪速区 MAGICAPPLE 

大阪市浪速区 くら寿司 新世界通天閣店 

大阪市浪速区 くら寿司なんば元町 

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 タリーズコーヒー PAUSE なんばパークス 

大阪市浪速区 タリーズコーヒー コミュニティフードホール大阪日本橋 

大阪市浪速区 やよい軒 難波元町店 

大阪市浪速区 やよい軒 難波中２丁目店 

大阪市浪速区 桜川焼そばセンター 

大阪市浪速区 大衆町中華 饉ト餫 

大阪市浪速区 鶴橋風月 OCAT店 

大阪市浪速区 鶴橋風月 スパワールド店 

大阪市浪速区 洋食料理カフェ ナンバリボン 

大阪市西淀川区 Dining Barたかはし 

大阪市西淀川区 くら寿司 御幣島店 

大阪市東淀川区 La reine 

大阪市東淀川区 ride 

大阪市東淀川区 くら寿司 菅原店 

大阪市東淀川区 やよい軒 新大阪東口店 

大阪市東淀川区 居心伝 上新庄店 

大阪市東成区 Pizza albany N.Y 緑橋店 

大阪市東成区 くら寿司 今里店 

大阪市東成区 餃子食堂マルケン 森ノ宮店 

大阪市生野区 くら寿司 南巽店 

大阪市生野区 大元 

大阪市生野区 鶴橋風月 桃谷店 

大阪市旭区 cafe SAKURA.1 

大阪市城東区 うどん工房一心 

大阪市城東区 くら寿司 城東今福店 

大阪市城東区 くら寿司関目店 

大阪市城東区 蒲生中華 信 

大阪市阿倍野区 KICHIRI天王寺 
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市町村名 施設名称 

大阪市阿倍野区 からふね屋 CAFE あべのキューズモール店 

大阪市阿倍野区 サバ６製麺所 阿倍野店 

大阪市阿倍野区 スタンドポテト 

大阪市阿倍野区 ホテルトラスティ大阪阿倍野 凜庭 

大阪市阿倍野区 モンキーズカフェ 

大阪市阿倍野区 鶏魚 Kitchenゆう 

大阪市阿倍野区 古潭 あべのハルカス店 

大阪市阿倍野区 酒と飯スタンドゆうじ 

大阪市阿倍野区 心八剣伝 昭和町店  

大阪市阿倍野区 酔虎伝 阿倍野店 

大阪市阿倍野区 蒼天 

大阪市住吉区 くら寿司 長居店 

大阪市住吉区 タリーズコーヒー府立総合医療センター 

大阪市住吉区 らん 

大阪市住吉区 我孫子前焼そばセンター 

大阪市住吉区 立呑や 

大阪市東住吉区 カラオケえん 

大阪市東住吉区 くら寿司 今川店 

大阪市西成区 カラオケ居酒屋ぶさいく 

大阪市西成区 くら寿司 北津守店 

大阪市西成区 たこ焼き たっちゃん 

大阪市西成区 べあ 

大阪市西成区 やよい軒 天下茶屋店 

大阪市西成区 一福 

大阪市西成区 介宝 

大阪市西成区 西成屋 

大阪市西成区 呑処やっちゃん 

大阪市淀川区 Cafe＆Ber DEUR 

大阪市淀川区 Drip-X-Cafe  

大阪市淀川区 エスタシオンカフェ タイム 

大阪市淀川区 タリーズコーヒー 新大阪阪急ビル 

大阪市淀川区 まんまるはうす 

大阪市淀川区 やよい軒 ユニゾイン新大阪店 

大阪市淀川区 やよい軒 西中島５丁目店 

大阪市淀川区 逢酒場ちろり 
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市町村名 施設名称 

大阪市淀川区 居酒家だん吉 

大阪市淀川区 新大阪焼そばセンター 

大阪市淀川区 鳥貴族 十三西口店 

大阪市淀川区 八剣伝 加島駅前店 

大阪市淀川区 麺家 新大阪上り 

大阪市淀川区 餃子食堂マルケン 西中島南方店 

大阪市鶴見区 くら寿司 大阪鶴見店 

大阪市鶴見区 ハッケン酒場 放出駅前店 

大阪市鶴見区 フジオ軒 三井アウトレットパーク大阪鶴見店 

大阪市鶴見区 餃子食堂マルケン 今福鶴見店 

大阪市住之江区 くら寿司 加賀屋店 

大阪市住之江区 くら寿司 住之江北島店 

大阪市住之江区 グリル仔鹿 

大阪市住之江区 とくとく 

大阪市住之江区 にぎり長次郎住之江店 

大阪市住之江区 ハイタッチ 

大阪市住之江区 酒のいえＫ 

大阪市住之江区 鶴橋風月 南港店 

大阪市平野区 KICHIRI喜連瓜破 

大阪市平野区 カラオケバーブー 

大阪市平野区 くら寿司長吉出戸店 

大阪市平野区 依愛 

大阪市北区 Absolute Colors 

大阪市北区 Bar Cantaloupe Island 

大阪市北区 da pai dang 105 

大阪市北区 Dite 

大阪市北区 Drip-X-Cafe ホテルヴィスキオ大阪 

大阪市北区 Drip-X-Cafe 中之島フェスティバルプラザ店 

大阪市北区 Ｅｎｎ 

大阪市北区 ＧＲＩＬＬ燦 大丸 

大阪市北区 KICHIRI茶屋町阪急駅前 

大阪市北区 KICHIRI梅田 

大阪市北区 WWW.W 

大阪市北区 アフィリア・エゴイスト 

大阪市北区 うたげどころうぉっしゅ 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 エスタシオンカフェグラン 

大阪市北区 エッグエッグサンド 阪急三番街店 

大阪市北区 くら寿司 ホテルビナリオ梅田店 

大阪市北区 くら寿司 天六駅前店 

大阪市北区 こなな エキマルシェ大阪 

大阪市北区 ザ・エイジングハウス１７９５ 大阪マルビル店 

大阪市北区 サバ６製麺所 源八橋店 

大阪市北区 サバ６製麺所 天六本店 

大阪市北区 ジ・エイジングハウス１７９５ 

大阪市北区 すき焼き梅田 

大阪市北区 スナックサンキューな 

大阪市北区 ダイナミックキッチン＆バー 燦 大阪 

大阪市北区 タリーズコーヒー ＫＫＲホテル梅田 

大阪市北区 タリーズコーヒー グランフロント大阪北館１Ｆ 

大阪市北区 タリーズコーヒー グランフロント大阪北館９Ｆ 

大阪市北区 タリーズコーヒー 阪急三番街北館 

大阪市北区 タリーズコーヒー 阪急百貨店うめだ本店１０Ｆスタッフカフェ 

大阪市北区 タリーズコーヒー 阪急百貨店うめだ本店８Ｆ 

大阪市北区 タリーズコーヒー 西梅田 

大阪市北区 タリーズコーヒー 堂島新藤田ビル 

大阪市北区 タリーズコーヒー 梅田阪急ビル 

大阪市北区 タリーズコーヒー＆TEA グランフロント大阪南館 

大阪市北区 タリーズコーヒー阪急三番街南館 

大阪市北区 タリーズコーヒー梅田スクエアビルディング 

大阪市北区 デリカフェ・キッチン大阪 

大阪市北区 デリカフェ・キッチン大阪 mido 

大阪市北区 デリカフェエキスプレス大阪 

大阪市北区 デリカフェ大阪 North 

大阪市北区 デリチュースカフェ ホワイティうめだ 

大阪市北区 トップサーティー 

大阪市北区 トリッペリア モツーダ 大阪マルビル店 

大阪市北区 パパミラノ阪急グランドビル 

大阪市北区 プロントイルバール大阪 

大阪市北区 ボードゲームカフェプラス 

大阪市北区 ホテルバー カーナバル 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 マイセンカフェ   

大阪市北区 ミートボール食堂 oluolu 

大阪市北区 メンバーズ 田崎 

大阪市北区 やよい軒 ユニゾ梅田店 

大阪市北区 やよい軒 中津店 

大阪市北区 やよい軒 堂山店 

大阪市北区 らーめん小菜 古潭 阪急グランドビル サン広場店 

大阪市北区 ラウンジ縁 

大阪市北区 活地鶏料理ひないや 

大阪市北区 魚盛 堂島アバンザ 

大阪市北区 響 中之島フェスティバルプラザ店 

大阪市北区 串イッカお初天神店 

大阪市北区 串イッカ天満店 

大阪市北区 串イッカ梅田東通り店 

大阪市北区 串揚げ居酒屋 咲くら 

大阪市北区 兼続 

大阪市北区 古潭 ホワイティ梅田店 

大阪市北区 古潭老麺 かっぱ横丁店 

大阪市北区 虎連坊 ヒルトンプラザウエスト 

大阪市北区 咲くらマルビル 

大阪市北区 咲くら阪急グランドビル 

大阪市北区 燦 ヒルトンプラザウエスト 

大阪市北区 自由亭 新梅田 

大阪市北区 酒場ばんと 

大阪市北区 上海バール 

大阪市北区 真菜や梅田茶屋町 

大阪市北区 大衆焼肉ホルモン大松 

大阪市北区 大野プチボヌール 

大阪市北区 昼酒場こみち 

大阪市北区 鳥どり 北新地店 

大阪市北区 鶴橋風月 LINKS UMEDA店 

大阪市北区 鶴橋風月 阪急３２番街店 

大阪市北区 鶴橋風月 梅田お初天神通り店 

大阪市北区 鉄板焼き リオ 

大阪市北区 博多もつ鍋やまや エキマルシェ大阪 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 八かく庵 マルビル 

大阪市北区 八かく庵 大阪ステーションシティー サウスゲートビルディング店 

大阪市北区 北新地 水響亭  

大阪市北区 本さち福や 

大阪市北区 麺家 大阪みどう 

大阪市北区 鈴き家 

大阪市中央区 Bar Four Leaf Clover 

大阪市中央区 BOMBAR 

大阪市中央区 GABULL 

大阪市中央区 GHOST ultra lounge 

大阪市中央区 GS bar emi 

大阪市中央区 KICHIRI難波駅前 

大阪市中央区 Music Bar CODA 

大阪市中央区 RISTORANTE Orobianco 

大阪市中央区 TWO SPOON 

大阪市中央区 カドヤ食堂クリスタ長堀店 

大阪市中央区 カラオケ喫茶スナックアモーレ 

大阪市中央区 くら寿司 なんば日本橋店 

大阪市中央区 ジオラマ COLOR 難波店 

大阪市中央区 すき焼き 善 

大阪市中央区 タリーズコーヒー 花のれんなんばグランド花月 

大阪市中央区 タリーズコーヒー近鉄難波ビル 

大阪市中央区 タリーズコーヒー淀屋橋 

大阪市中央区 ニューすしセンター心斎橋パルコ 

大阪市中央区 呑み喰い処 宴 

大阪市中央区 メンバーズ bar わけあり 

大阪市中央区 やよい軒 JR森ノ宮店 

大阪市中央区 やよい軒 ユニゾイン北浜店 

大阪市中央区 やよい軒 堺筋博労町店 

大阪市中央区 やよい軒 内本町店 

大阪市中央区 やよい軒 日本橋店 

大阪市中央区 やよい軒 本町通り店 

大阪市中央区 魚屋ひでぞう別館 

大阪市中央区 魚盛 ＯＢＰツインタワー店 

大阪市中央区 魚盛 本町イトゥビル 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 魚民 ＪＲ森ノ宮南口駅前店 

大阪市中央区 串イッカ難波店 

大阪市中央区 古潭 なんばウォーク東店 

大阪市中央区 古潭老麺 なんば CITY店 

大阪市中央区 燦 ＯＢＰ 

大阪市中央区 住友ビル食堂 

大阪市中央区 焼肉肉どうし 

大阪市中央区 笑笑 道頓堀店 

大阪市中央区 象印食堂 

大阪市中央区 鶴橋風月 なんば千日前店 

大阪市中央区 鶴橋風月 長堀橋店 

大阪市中央区 鶴橋風月 modern 心斎橋パルコ店 

大阪市中央区 鶴橋風月 modern 北浜店 

大阪市中央区 鉄板焼 リオ 大阪御堂筋店 

大阪市中央区 濃厚とんこつ醤油 大阪麦風 

大阪市中央区 博多もつ鍋やまや 御堂筋本町 

大阪市中央区 北浜酒場福力 

大阪市中央区 本町酒場福力 

大阪市中央区 夜パフェ専門店 Parfaiteria PaL 心斎橋 

大阪市中央区 路辺タン 

大阪市中央区 餃子食堂マルケン 天満橋店 

大阪市中央区 鮨なかもと 

堺市堺区 Ｂａｒ Ｄｅａｒｅｓｔ ｙｏｕ２ 

堺市堺区 KICHIRI堺東 

堺市堺区 Ｌａｕｎｇｅ Ｄｅａｒｅｓｔ ｙｏｕ 

堺市堺区 くら寿司 石津店 

堺市堺区 シィータイレストラン 

堺市堺区 ビストロボアボアボア 

堺市堺区 天麩羅えびのや イオンモール堺鉄砲町店 

堺市堺区 白木屋 三国ケ丘北口駅前店 

堺市堺区 白木屋 南海堺駅前店 

堺市中区 くら寿司 平井店 

堺市中区 やよい軒 堺大野芝店 

堺市中区 松毬もんじゃ居酒屋 

堺市中区 八剣食堂 福田店 
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市町村名 施設名称 

堺市東区 くら寿司 石原店 

堺市東区 八剣伝 北野田駅前店 

堺市西区 魚民 鳳東口駅前店 

堺市西区 白木屋 鳳東口駅前店 

堺市西区 麺家 鳳 

堺市西区 目利きの銀次 鳳東口駅前店 

堺市南区 LoungeMarie 

堺市南区 くら寿司 泉北店 

堺市南区 パティスリー ベックシュクレ 

堺市北区 くら寿司 北花田店 

堺市北区 くら寿司 中百舌鳥店 

堺市北区 くら寿司 北花田店 

堺市北区 白木屋 なかもず駅前店 

岸和田市 くら寿司 今木店 

岸和田市 くら寿司 小松里店 

岸和田市 やよい軒 岸和田三田町店 

岸和田市 居酒屋 万吉 

岸和田市 山内農場 岸和田駅前通商店街店 

豊中市 ＨＵＡＮＣＡＹＯ 

豊中市 KICHIRI千里中央 

豊中市 KICHIRI豊中駅前 

豊中市 ＬａＬａ 

豊中市 お食事処さかえ 

豊中市 くら寿司 豊中豊南町店 

豊中市 コリアンキッチンスビン 

豊中市 すずめ家 

豊中市 スナックアユミ 

豊中市 居酒屋 春奈 

豊中市 居酒屋まあさん豊中駅前店 

豊中市 炭焼き お家はん 

豊中市 呑み処ぐでんぐでん 

豊中市 八剣伝 緑地公園店 

池田市 くら寿司 池田西店 

池田市 たこ焼き酒房 呑 

池田市 タリーズコーヒー 阪急石橋 
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市町村名 施設名称 

池田市 ピッツェリアオーソーレミーオ 

池田市 やよい軒 阪急池田店 

池田市 石橋ワインクラブ 

吹田市 アルモニア江坂 

吹田市 カモメのジョナさん 

吹田市 くら寿司 トナリエ南千里店 

吹田市 くら寿司 江坂店 

吹田市 くら寿司 千里丘店 

吹田市 タリーズコーヒー ビーロット江坂ビル 

吹田市 タリーズコーヒーwith U  吹田グリーンプレイス 

吹田市 またきてや 

吹田市 やよい軒 江坂店 

吹田市 海心丸 ＪＲ岸辺駅前店 

吹田市 寿司スタンドとらず。ＪＲ吹田駅前店 

吹田市 旬の幸しん 

吹田市 八剣伝 阪急千里山駅前店 

吹田市 目利きの銀次 江坂駅前店 

泉大津市 くら寿司 泉大津店 

泉大津市 めでた家 泉大津西口駅前店 

泉大津市 ラーメン麺虎 

泉大津市 白木屋 泉大津西口駅前店 

高槻市 CASA KICHIRI 高槻 

高槻市 からふね屋 CAFE ビエラ高槻店 

高槻市 からふね屋珈琲 高槻店 

高槻市 くら寿司 芥川店 

高槻市 くら寿司 五領店 

高槻市 タリーズコーヒー エミル高槻 

高槻市 ぶ～めらん 

高槻市 ヘトコンラーメン 一福 

高槻市 高槻ちゃぶちゃぶ 

高槻市 鶴橋風月 高槻店 

高槻市 博多もつ鍋やまや ビエラ高槻 

高槻市 麺家 高槻 

貝塚市 naminami cafe 

貝塚市 くら寿司 貝塚脇浜店 
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市町村名 施設名称 

貝塚市 くら寿司 東貝塚店 

貝塚市 とりたこ御殿 

貝塚市 喫茶庵れん 

守口市 KICHIRI守口市駅前 

守口市 LaughingOwl 

守口市 くら寿司 守口店 

守口市 喫茶 本社 

守口市 相撲茶屋 琴櫻 

枚方市 KICHIRI枚方市駅前 

枚方市 くら寿司 ニトリモール枚方店 

枚方市 くら寿司 枚方宮之阪店 

枚方市 くら寿司 枚方長尾店 

枚方市 スナックぽゑむ 

枚方市 タリーズコーヒー KUZUHA MALL 

枚方市 やよい軒 枚方店 

枚方市 神楽 

枚方市 鶴橋風月 ニトリモール枚方店 

茨木市 KICHIRI阪急茨木 

茨木市 くら寿司 茨木宇野辺店 

茨木市 スナック jin 

茨木市 デリカフェ・キッチン茨木 

茨木市 ハッケン酒場 ＪＲ茨木駅前店 

茨木市 やよい軒 茨木店 

茨木市 やよい軒 阪急茨木店 

茨木市 古潭 阪急茨木店 

茨木市 八剣伝 阪急南茨木駅前店 

茨木市 麺家 茨木 

茨木市 餃子食堂マルケン 阪急南茨木駅前店 

八尾市 cafe&snack くつろぎ 

八尾市 KICHIRI八尾 

八尾市 Osteria il Gatto 

八尾市 くら寿司 アクロスプラザ八尾店 

八尾市 くら寿司 青山店 

八尾市 ゆうとおんはーと marudescafe 

八尾市 旬彩イタリアンダイニング DOADOA 
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市町村名 施設名称 

泉佐野市 くら寿司泉佐野店 

泉佐野市 やよい軒 いこらもーる泉佐野店 

泉佐野市 山内農場 泉佐野東口駅前店 

富田林市 くら寿司 富田林店 

富田林市 レストラン＆カフェ大楠公 

寝屋川市 KICHIRI寝屋川市駅前 

寝屋川市 くら寿司 寝屋川打上店 

寝屋川市 くら寿司 寝屋川店 

寝屋川市 ブラウン 

寝屋川市 やよい軒 香里園店 

寝屋川市 やよい軒 寝屋川讃良西町店 

寝屋川市 寝屋川焼そばセンター 

寝屋川市 湯快のゆ 寝屋川店 

寝屋川市 豊後高田どり酒場 香里園西口駅前店 

寝屋川市 目利きの銀次 香里園西口駅前店 

河内長野市 くら寿司 原町店 

河内長野市 魚民 河内長野西口駅前店 

松原市 くら寿司 松原店 

大東市 くら寿司 大東諸福店 

大東市 スナックアダン 

大東市 ハッケン酒場 四条畷店 

大東市 海鮮れすとらん魚輝水産大東店 

大東市 酔虎伝 住道駅前店 

大東市 八剣伝 ＪＲ野崎駅前店 

和泉市 くら寿司 和泉中央店 

和泉市 やよい軒 和泉中央店 

和泉市 りん 

箕面市 からふね屋珈琲 箕面店 

箕面市 くら寿司 箕面店 

箕面市 タリーズコーヒーwith U  みのおキューズモール 

箕面市 鶴橋風月 箕面店 

柏原市 きちり味斗 

柏原市 やよい軒 外環柏原店 

羽曳野市 すなっく園 

羽曳野市 赤鮨本店 
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市町村名 施設名称 

門真市 くら寿司 門真試験場前店 

門真市 やよい軒 大和田店 

門真市 鳥貴族 大和田店 

門真市 湯快のゆ 門真店 

摂津市 くら寿司 摂津店 

高石市 くら寿司 高石店 

高石市 やよい軒 高石店 

藤井寺市 カンティーナ 

藤井寺市 くら寿司 藤井寺店 

東大阪市 KICHIRI布施駅前 

東大阪市 くら寿し 若江店 

東大阪市 くら寿司 横小路店 

東大阪市 くら寿司 角田店 

東大阪市 くら寿司 岸田堂店 

東大阪市 くら寿司 高井田店 

東大阪市 やよい軒 小阪店 

東大阪市 やよい軒 長田店 

東大阪市 餃子食堂マルケン 新石切店 

泉南市 くら寿司 泉南店 

泉南市 小町 

泉南市 泉州おかんの味 お食事処 ごんたくれ 

四條畷市 デリスイオンモール 四條畷店 

四條畷市 旬楽なかお 

交野市 くら寿司 交野店 

交野市 八剣伝 ＪＲ河内磐船駅前店 

大阪狭山市 くら寿司 くみの木店 

大阪狭山市 八剣伝 金剛駅前店 

阪南市 鶏のジョージ 尾崎東口駅前店 

忠岡町 BuuuBAR 

忠岡町 白木屋 忠岡東口駅前店 

熊取町 jijibaba 

田尻町 CIQ庁舎食堂 

 


