
市町村名 施設名称

大阪市都島区 ニコラ・トラサルディー
大阪市都島区 リンガーハットベルファ都島店
大阪市都島区 Barあたい
大阪市都島区 しろくまストア京橋店
大阪市都島区 ジャンボカラオケ広場京橋本店
大阪市都島区 薩摩乃蔵
大阪市都島区 Bar Olive
大阪市都島区 立ち寿司 まぐろ一徹 京橋店
大阪市都島区 徳田酒店 プロムナード店
大阪市都島区 LADY MARMALADE
大阪市都島区 ととぎん都島店
大阪市都島区 ほそ道
大阪市福島区 生ラム専門店ラム・ストゥーリィは突然に
大阪市福島区 ビッグエコー野田阪神駅前店
大阪市福島区 三田製麺所阪神野田店
大阪市此花区 Ｇｏｎｇｃｈａザパークフロントホテル店
大阪市西区 カフェ・ド・クリエ本町信濃橋店
大阪市西区 8G minamihorie
大阪市西区 たまごっ亭イオンモール大阪ドームシティ店
大阪市西区 肥後橋 ゆきや。
大阪市西区 長崎ちゃんぽんリンガーハットイオン大阪ドーム前店
大阪市西区 CAFE SIK
大阪市大正区 缶Kan Bar スマレンジャー
大阪市天王寺区 江戸川
大阪市天王寺区 カラオケまねきねこ寺田町駅前店
大阪市天王寺区 ビッグエコー鶴橋駅前店
大阪市天王寺区 鶴橋ホルモン本舗本店
大阪市天王寺区 回転寿司海幸
大阪市天王寺区 カフェチャオプレッソ＆クックハウス上本町駅店
大阪市天王寺区 じゃんぼ總本店 上本町1丁目店
大阪市浪速区 �野家 大国町店
大阪市浪速区 珈琲館なんばCITY店
大阪市浪速区 マジックスパイス
大阪市浪速区 すき家 難波元町店
大阪市浪速区 出汁鍋＆海鮮 門戸
大阪市浪速区 煮干しらーめん玉五郎 難波店
大阪市浪速区 まるよし大国町店
大阪市浪速区 花粉製麺所
大阪市浪速区 タリーズコーヒーヤマダ電機なんば店
大阪市浪速区 タリーズコーヒー なんばEKIKNA店
大阪市浪速区 居酒屋 天龍
大阪市浪速区 寿司割烹しきの花
大阪市西淀川区 焼鳥のヒナタJR塚本駅前店
大阪市東淀川区 ラウンドワン東淀川店
大阪市東淀川区 すき家 阪急淡路西口店
大阪市東淀川区 喫茶 ミエ
大阪市東淀川区 縁乃助商店
大阪市東淀川区 蔵
大阪市東淀川区 まつえ

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4年3月22日公表分）
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大阪市東成区 �野家 中央大通深江橋店
大阪市東成区 鉄板ダイニング だらけ
大阪市東成区 �野家 今里店
大阪市東成区 姫氏会館
大阪市東成区 故郷一番街
大阪市東成区 韓国居酒屋ばんぐり
大阪市生野区 An
大阪市生野区 フライバル翔
大阪市旭区 オニクビヨリ
大阪市旭区 大阪王将地下鉄関目店
大阪市旭区 じゃんぼ總本店 千林大宮店
大阪市旭区 焼肉ホルモンまるよし精肉店 関目高殿店
大阪市城東区 縁
大阪市城東区 Dear
大阪市城東区 カラオケ旬
大阪市城東区 ラウンドワン 城東放出店
大阪市城東区 Itarian Kitchen VANSAN 今福鶴見店
大阪市城東区 餃子の王将 鴫野店
大阪市城東区 じゃんぼ總本店 関目高殿店
大阪市阿倍野区 �野家 西田辺店
大阪市阿倍野区 ビッグエコー天王寺あべの駅前店
大阪市阿倍野区 ビッグエコーあべのごちそうビル店
大阪市阿倍野区 ビッグエコーあべの店
大阪市阿倍野区 モビーディックあべのキューズモール店
大阪市阿倍野区 LR hands create cafe
大阪市阿倍野区 もんじゃ麦 あべの店
大阪市阿倍野区 黒門小雀弥阿倍野店
大阪市阿倍野区 natural9
大阪市住吉区 吉澤
大阪市東住吉区 たまり
大阪市東住吉区 殿のからあげ
大阪市東住吉区 GoodBBQ長居公園(初亀売店)
大阪市西成区 珈琲館天下茶屋店
大阪市西成区 ビッグボーイ岸の里店
大阪市西成区 バーバン
大阪市西成区 料亭くれば
大阪市西成区 大和
大阪市淀川区 ＲＵＴＩＬＥ
大阪市淀川区 ラーメンつけ麺笑福西中島店
大阪市淀川区 SHIN-OSAKA  KIRAKU  楽
大阪市淀川区 Quads Bar Chanya
大阪市淀川区 鮮魚のほら穴
大阪市淀川区 しのぶ庵 新大阪店
大阪市淀川区 ゴンカフェ
大阪市淀川区 デュクラス大阪
大阪市淀川区 大三元
大阪市淀川区 ディーンアンドデルーカカフェ新大阪店
大阪市鶴見区 餃子の王将鶴見緑地店
大阪市鶴見区 ビッグボーイ鶴見茨田浜店
大阪市鶴見区 KFCイオンモール鶴見緑地店
大阪市住之江区 ナマステネパール
大阪市住之江区 餃子の王将 南港ポートタウン店
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大阪市住之江区 旨さ一番壱番亭
大阪市平野区 八剣伝JR新加美駅前店
大阪市平野区 だいきうどん 長原店
大阪市平野区 だいきうどん 瓜破店
大阪市平野区 ベーカリーカフェ ル・プロヴァンス 平野店
大阪市平野区 KFCイオン喜連瓜破店
大阪市北区 enthia
大阪市北区 喫茶Largo
大阪市北区 �野家 大阪駅前第３ビル店
大阪市北区 カフェラ 大丸梅田店
大阪市北区 cosco crepe 梅田店
大阪市北区 スナックBARにわとり
大阪市北区 小さな結婚式 大阪ハービスＥＮＴ店
大阪市北区 焼肉力丸 梅田お初天神本館
大阪市北区 ウェスティンホテル大阪 故宮
大阪市北区 みちびきカフェ
大阪市北区 ビッグエコー天満駅前店
大阪市北区 ビッグエコー天神橋５丁目店
大阪市北区 ラウンドワン梅田店
大阪市北区 STRESSED
大阪市北区 大富豪 大阪駅前第２ビル店
大阪市北区 STEAK MASADA
大阪市北区 PEROお初天神店
大阪市北区 油そばきりん寺
大阪市北区 丸万寿司 OAP 店
大阪市北区 サロン・ド オー
大阪市北区 すき家 梅田東店
大阪市北区 北新地 焼肉 菊地
大阪市北区 らーめん玉 大阪梅田店
大阪市北区 宮崎酒場ゑびす
大阪市北区 ファーストキッチン梅田HEPナビオ店
大阪市北区 肉ポチャJockey梅田店
大阪市北区 Kirara
大阪市北区 カレーハウスCoCo壱番屋北区天神橋7丁目店
大阪市北区 グラン・エスポワール
大阪市北区 Ibis大阪梅田COOKPARK  
大阪市北区 たこ酒場 くれおーる ＬＩＮＫＳ ＵＭＥＤＡ店
大阪市北区 大衆食堂 ぬ。
大阪市北区 恋愛酒場 メイ子
大阪市北区 BINH MINH
大阪市北区 ビッグエコー茶屋町店
大阪市北区 ビッグエコー梅田茶屋町本店
大阪市北区 ぢどり亭南森町
大阪市北区 天星
大阪市北区 風の杜
大阪市北区 リーガロイヤルホテル ２８F宴会場（厨房）
大阪市北区 リーガロイヤルホテル ２F南パントリー
大阪市北区 リーガロイヤルホテル 3F 宴会場（厨房）
大阪市北区 リーガロイヤルホテル ２F宴会場（厨房）
大阪市北区 リーガロイヤルホテル B1 サプライホット
大阪市北区 リーガロイヤルホテル B1 サプライコール
大阪市北区 博多もつ鍋いのうえ
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大阪市北区 アニソンフレンズ
大阪市北区 博多華味鳥 ヒルトンプラザウエスト店
大阪市北区 備長炭やきとり 坂上家
大阪市北区 鶏と鰻 のぐち
大阪市北区 細巻きと蕎麦 あおの
大阪市北区 餃子の山﨑
大阪市北区 蛸焼とおでん いけした
大阪市北区 上田ジンギスカン
大阪市北区 楽蔵うたげ 梅田店
大阪市北区 すき家 茶屋町店
大阪市北区 くちばし
大阪市北区 サングルマン
大阪市北区 昭和大衆ホルモン 梅田東通り店
大阪市北区 炎LAVITA FORNO
大阪市北区 Ｃａｆé＆ＭｅａｌＭＵＪＩグランフロント大阪
大阪市北区 タリーズコーヒー阪急大阪梅田駅３Ｆ
大阪市北区 韹
大阪市北区 イタリア酒場炎LAVITA
大阪市北区 すし酒場 さしす
大阪市北区 河春
大阪市北区 いったらんかい
大阪市北区 APOLLON
大阪市北区 ゴンチャ ディアモール大阪店
大阪市北区 魚がし日本一 中之島フェスティバルプラザ店
大阪市中央区 �野家 千日前店
大阪市中央区 スタンド佐藤
大阪市中央区 吉野家 大手前店
大阪市中央区 鮨三心
大阪市中央区 上島珈琲店 大阪証券取引所店
大阪市中央区 上島珈琲店 ＯＢＰ店
大阪市中央区 江戸川
大阪市中央区 カフェベローチェ淀屋橋店
大阪市中央区 ラウンドワン千日前店
大阪市中央区 ジャンボカラオケ広場宗右衛門町店
大阪市中央区 大阪水上バス 大阪城港レストハウス AQUA21
大阪市中央区 すき家 なんば楽座店
大阪市中央区 本家とらちゃん法善寺横丁店
大阪市中央区 ビストロｏｌｙｍｐｉｃ
大阪市中央区 大起水産回転寿司 大丸心斎橋店
大阪市中央区 クラブ咲
大阪市中央区 38
大阪市中央区 きらら
大阪市中央区 Bar＆Restaurant L&L
大阪市中央区 銀座鮨 宗右衛門町三ツ寺筋店
大阪市中央区 タリーズコーヒー KAIYODO 大丸心斎橋店
大阪市中央区 鶴澤
大阪市中央区 BINH MINH
大阪市中央区 日本料理 湯木 心斎橋店
大阪市中央区 ビッグエコー本町つるやビル店
大阪市中央区 ビッグエコー淀屋橋駅前店
大阪市中央区 大阪水上バス株式会社 なにわ２号 船内売店
大阪市中央区 大阪水上バス株式会社 ひまわり 船内売店
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大阪市中央区 日本橋古樹軒 心斎橋店
大阪市中央区 Baccaiun
大阪市中央区 韓日館
大阪市中央区 上島珈琲店 黒門市場前店
大阪市中央区 たこ焼きえびす道頓堀店
大阪市中央区 たこ焼きえびす日本橋店
大阪市中央区 モスバーガー長堀橋店
大阪市中央区 住友ビル食堂
大阪市中央区 串かつ・お好み鉄板 ぼんくら酒場 天満橋店
大阪市中央区 焼肉ホルモン坂上 裏なんば店
大阪市中央区 焼肉ホルモン 光山
大阪市中央区 焼肉 亀田
大阪市中央区 本町キッチン
大阪市中央区 叙々苑 大丸心斎橋店
大阪市中央区 フレッシュベーカリー神戸屋 森ノ宮駅店
大阪市中央区 member's Jemelli
大阪市中央区 ナミヘイスタンド
大阪市中央区 中華そば うえまち
大阪市中央区 鮨銀
大阪市中央区 ビッグエコー堺筋本町安土町店
大阪市中央区 Bar  美祿
大阪市中央区 鉄板野郎 
大阪市中央区 BAR 8 eight
大阪市中央区 中国台湾料理鑫福
大阪市中央区 エウレカ
大阪市中央区 心斎橋禅園
大阪市中央区 魚がし日本一 近鉄難波駅店
大阪市中央区 旬魚菜居酒屋大北大手前店
堺市堺区 �野家堺東駅前店
堺市堺区 ラウンドワン堺駅前店
堺市堺区 メンバーズ オーシャン
堺市堺区 焼肉牛王堺店
堺市堺区 ベトナム料理専門店 KOKORO TAM
堺市堺区 焼とりよさく
堺市堺区 KFCイオンモール堺鉄砲町店
堺市東区 ラウンドワン堺中央環状店
堺市東区 和創ダイニングまる
堺市南区 ビッグボーイ堺大庭寺店
堺市南区 メガビッグ光明池駅前店
堺市南区 ミスタードーナツ 泉北パンジョ店
堺市南区 マクドナルド庭代台東店
堺市南区 カレーハウスCoCo壱番屋 堺インター店
堺市北区 ビッグボーイ中百舌鳥店
堺市北区 マクドナルドハンバーガー 百舌鳥店
堺市北区 マクドナルド 堺黒土店
堺市北区 居酒屋やっちゃん
岸和田市 珈琲館岸和田店
岸和田市 ラウンドワン岸和田店 ２Ｆ
岸和田市 スナックのん
岸和田市 Mr×居酒屋STEEL
岸和田市 Moana
豊中市 ミスタードーナツ阪急曽根店
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豊中市 カラオケ１１・１１
豊中市 千里阪急ホテル 西館宴会厨房
豊中市 千里阪急ホテル 和食宴会厨房
豊中市 千里阪急ホテル 東館宴会厨房
豊中市 里や
豊中市 マクドナルド千里中央店
豊中市 more more OKAMACHI
豊中市 レストランバー ワンペニー
豊中市 ホルモンおいで屋/魚民
豊中市 ディーンアンドデルーカカフェ伊丹空港店
豊中市 ナガサキの鐘豊中店
池田市 炭火鳥稜閃
池田市 串かつまつり 池田本店
吹田市 寿司とらず JR 吹田駅前店
吹田市 カラオケまねきねこ江坂駅前店
吹田市 大阪王 吹田店
吹田市 タリーズコーヒー ららぽーとEXPOCITY店
吹田市 銀や千里丘店
高槻市 BUS CAFE   PAZLLE
高槻市 メガビッグ高槻店
高槻市 ラウンドワン高槻店
高槻市 すき家 高槻古曽部店
高槻市 大起水産 街のみなと 阪急高槻市駅店
高槻市 カフェ・ド・クリエJR高槻駅前店
高槻市 山水館
貝塚市 カラオケスタジオ赤とんぼ
枚方市 国際交流カフェ
枚方市 ファルコンカフェ
枚方市 ラウンドワン枚方店（２，４Ｆ厨房）
枚方市 アミューズメントスペースRing
枚方市 すき家 枚方中宮東之町店
枚方市 GOCHIHAN96Hanburg & Coffee
枚方市 カレーハウスCoCo壱番屋 枚方東香里店
茨木市 みーとはうす能勢
茨木市 ぢどり亭 阪急茨木店
茨木市 ＶＡＮＳＡＮ 茨木店
茨木市 KFCイオン茨木店
茨木市 JOYJOY阪急茨木駅前店
八尾市 粉助 アリオ八尾店
八尾市 カレーハウスCoCo壱番屋八尾太子堂店
泉佐野市 マクドナルドイオンモール日根野店
富田林市 カラオケパンドラ
寝屋川市 ホルモン酒場 ＢＡＲ ７
寝屋川市 呑み処 はるみちゃん
寝屋川市 ファーストキッチン寝屋川ビバモール
寝屋川市 大衆酒場夢屋香里園楼
寝屋川市 マクドナルド香里園店
河内長野市 餃子の王将 河内長野松ヶ丘店
松原市 ちょい呑み みっちゃん
松原市 �野家中央環状松原店
大東市 ラーメン荘おもしろい方へ
和泉市 はなの舞 信太山駐屯地店
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和泉市 カラオケダイニングバーD'S
箕面市 マクドナルド１７１号箕面店
箕面市 マクドナルドみのおキューズモール店
羽曳野市 赤鮨本店
門真市 餃子の王将門真店
高石市 ビッグボーイ高石店
藤井寺市 なんぽこ
藤井寺市 Escondite
藤井寺市 料亭こもだ
東大阪市 カラオケBanBan東大阪店
東大阪市 メガビッグ布施駅前店
東大阪市 カラオケまねきねこ瓢箪山駅前
東大阪市 ＮＢ ＳＯＵＮＤ 長瀬店
東大阪市 ＤＩＮＩＮＧ居酒屋 りあん
東大阪市 ジャンボカラオケ広場八戸ノ里駅前店
東大阪市 コメダ珈琲店布施駅東店
東大阪市 カラオケＤＵＸ 東大阪店
東大阪市 カラオケライブ 東大阪店
四條畷市 ミスタードーナツ イオンモール四條畷ショップ
大阪狭山市 ビッグボーイ狭山店
大阪狭山市 餃子の王将 亀の甲店
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