
市町村名 施設名称

大阪市都島区 居酒屋 月うさぎ
大阪市都島区 raise
大阪市都島区 KOTE
大阪市都島区 オレンジエプロン
大阪市都島区 大番
大阪市都島区 第二道場
大阪市都島区 Good Enough Diner Kyobashi
大阪市都島区 焼肉さん八
大阪市都島区 わらじや
大阪市都島区 大八
大阪市都島区 花甜茶房
大阪市都島区 京橋ハラミ屋
大阪市都島区 串かつ入江
大阪市都島区 お好み焼鉄板焼 笛
大阪市都島区 すし中
大阪市都島区 お好み焼き鉄板焼きおかん家
大阪市都島区 スナック キャピタル
大阪市都島区 日本酒とお食事 はちどり
大阪市都島区 ギルドの酒場
大阪市都島区 居酒屋東
大阪市都島区 たんたかたん
大阪市都島区 相撲料理 壬滝
大阪市都島区 AJITO
大阪市都島区 Castanea
大阪市都島区 家庭料理小川
大阪市都島区 大栄飯店
大阪市都島区 一心
大阪市都島区 花
大阪市都島区 おでん吉峰
大阪市都島区 NAKAO
大阪市都島区 ダアリーチェ
大阪市都島区 cocoro 心
大阪市都島区 なかがわ
大阪市都島区 なな菜
大阪市都島区 Rainbow
大阪市都島区 手打ちそば、うどん処  志な乃
大阪市都島区 おばんざい家ゆうな
大阪市都島区 極肉しゃぶ一
大阪市都島区 木乃実本店
大阪市都島区 ベトナム料理フォーベト
大阪市都島区 眠れる森
大阪市都島区 ラーメン珉龍
大阪市都島区 おかえり
大阪市都島区 焼肉家げんちゃん
大阪市都島区 焼肉一歩
大阪市都島区 天麩羅天
大阪市都島区 満マル 京橋コムズガーデン店
大阪市都島区 まんぷく屋ぎんなん
大阪市都島区 Cafe De Finesse （カフェ ド フィネス）

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３年１２月２２日公表分）
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大阪市都島区 エル・ワイズ
大阪市都島区 らーめん日出屋
大阪市都島区 チャンピオン 都島店
大阪市都島区 BARコネクト
大阪市都島区 燈舎
大阪市都島区 59 KO-KUH
大阪市都島区 旬彩酒処ひろ
大阪市都島区 明ごころ 洋食店
大阪市都島区 Ｃａｆｅ Ｓａｉｋａｉ
大阪市都島区 鉄板dinigもら
大阪市都島区 片町うお市本店
大阪市都島区 家呑み のうてんき
大阪市都島区 魚頭ｋｉｓｈｙａｎ
大阪市都島区 ぷくぷく
大阪市都島区 ビランジュ
大阪市都島区 上杉屋
大阪市都島区 silver
大阪市都島区 カラオケ喫茶＆スナック ランバダ
大阪市都島区 上海ママ料理
大阪市都島区 吉ひろ
大阪市都島区 正宗屋
大阪市都島区 BAR SMOKE ISLAY
大阪市都島区 鄙の味三年
大阪市都島区 BarMountainVillage
大阪市都島区 焼肉牛王
大阪市都島区 いち味
大阪市都島区 Ｐｉｚｚｅｒｉａ ｄａ Ｐｅｐｉｎｏ
大阪市都島区 立ち呑みチーター
大阪市都島区 居楽家 あん
大阪市都島区 スナック咲
大阪市都島区 BAR A ZNABLE
大阪市都島区 Brodo
大阪市都島区 ブルースカイ・ブルー
大阪市都島区 やま小屋
大阪市都島区 粉もん居酒屋玉chan
大阪市都島区 ビストロドリマージュ
大阪市都島区 どら猫ロック
大阪市都島区 炭火焼肉 十八番
大阪市都島区 華中苑
大阪市都島区 六三四家
大阪市都島区 BAR N&K Link
大阪市都島区 スタンドバーじょうじ
大阪市都島区 宗ゆき
大阪市都島区 シバケン
大阪市都島区 フランス料理まるしげ
大阪市都島区 株式会社パンゼェント（カレーP&G）
大阪市都島区 ちょいバル屋いいんちょう
大阪市都島区 Noche
大阪市都島区 屋台村
大阪市都島区 鉄板焼き かわち
大阪市都島区 バーヘブンズキッチン
大阪市都島区 満月
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大阪市都島区 スナックかな
大阪市都島区 六星
大阪市都島区 new花水木
大阪市都島区 もとや
大阪市都島区 銭屋片町
大阪市都島区 うまいもんいわたや
大阪市都島区 居酒屋 め組
大阪市都島区 お好み鉄板焼きとんぼ
大阪市都島区 光
大阪市都島区 酒処心
大阪市都島区 SONNY
大阪市都島区 旨旬酒場純
大阪市都島区 鉄板焼 串もんや 笛
大阪市都島区 焼肉 丸長
大阪市都島区 わかば
大阪市福島区 四季おりおり
大阪市福島区 お食事処酒処うえ河
大阪市福島区 炭味旬菜 収穫
大阪市福島区 旬菜ひとり鍋かりん
大阪市福島区 move on
大阪市福島区 3F bar Match
大阪市福島区 福島大衆すき焼きすき六
大阪市福島区 ちゃんこ ごっつ庵
大阪市福島区 炉ばたのんき
大阪市福島区 Xsix串
大阪市福島区 Bar Maru
大阪市福島区 きわみ
大阪市福島区 SPINY OYSTER BAR
大阪市福島区 けんしん亭 新福島
大阪市福島区 洋食やなぎ
大阪市福島区 朝な夕な
大阪市福島区 はち福
大阪市福島区 ベルシャレード
大阪市福島区 Restaurant et Patisserie js
大阪市福島区 蕎麦小山
大阪市福島区 酒縁ゆるり
大阪市福島区 小料理桔梗
大阪市福島区 パプリカ
大阪市福島区 チャイニーズ食堂菜々
大阪市福島区 蕎麦まき埜
大阪市福島区 ニューコンパル
大阪市福島区 鶏と魚 かしわ木
大阪市福島区 串天ぷらと日本酒バルかぐら
大阪市福島区 一品料理かっぱ
大阪市福島区 串焼き旬菜ゆき根
大阪市福島区 おいし家 宮もと
大阪市福島区 スナックRei
大阪市福島区 惣作輪食 大酒家
大阪市福島区 釣りバカ居酒屋 たけ家ん
大阪市福島区 エンドウ豆の花
大阪市福島区 Oshima
大阪市福島区 大阪食酒リエカオ
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大阪市福島区 NAYUTAKO
大阪市福島区 鉄板焼 ねぎ吉
大阪市福島区 ビアーズ
大阪市福島区 EuroKitchen
大阪市福島区 Bar Speakeasy
大阪市福島区 支の芙
大阪市福島区 鮨さえき
大阪市福島区 鉄板屋欣
大阪市福島区 わんすもあー
大阪市福島区 がじゅまる食堂
大阪市福島区 和魂
大阪市福島区 ワインと洋食屋Haru
大阪市福島区 日本盛
大阪市福島区 PEACE
大阪市福島区 Slow Cafe
大阪市福島区 くりや
大阪市福島区 炭焼居酒屋もりを
大阪市福島区 沖縄料理呑処まいど
大阪市福島区 お酒とさかなかけはし
大阪市福島区 香辛薬麺
大阪市福島区 浄正
大阪市福島区 旬彩和央
大阪市福島区 PRIME S
大阪市福島区 HIGH OFF
大阪市福島区 よしこ
大阪市福島区 BAR ca ALE
大阪市福島区 和ごころなか道
大阪市福島区 新福島たいよう
大阪市福島区 E-BAR
大阪市福島区 彩月
大阪市福島区 いこいのスナックよかよ
大阪市福島区 寿司さか本
大阪市福島区 居酒屋ときため
大阪市福島区 Sharuru
大阪市福島区 バルTRIUMPH
大阪市福島区 旬菜創味あがっぽ
大阪市福島区 スナック咲
大阪市福島区 大阪中央卸売市場 ト１８食堂
大阪市福島区 九州ラーメン 片岡製作所
大阪市福島区 Cafe&Bar TREE BAR
大阪市福島区 SONI
大阪市福島区 やご
大阪市福島区 スナックかおり
大阪市福島区 茶屋てんごく
大阪市福島区 MUSICA
大阪市福島区 Michino Le Tourbillon
大阪市福島区 BAR JAMU
大阪市福島区 やきとり武
大阪市福島区 IMOKO
大阪市福島区 居酒屋べんてんさん
大阪市福島区 moぐら
大阪市福島区 やきとり大吉 新福島店
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大阪市福島区 延重
大阪市福島区 DUKES
大阪市福島区 うし丸
大阪市福島区 バーエル
大阪市福島区 KUSHIYAKI DINING善（串焼屋 善）
大阪市福島区 凛
大阪市福島区 aladandy
大阪市福島区 BAR宮崎
大阪市福島区 串カツダイニングはれる
大阪市福島区 まゆとろ
大阪市福島区 かみつき屋チャンピオン
大阪市福島区 MICKS  TASTE
大阪市福島区 Laz
大阪市福島区 Ｌｏｕｎｇｅ Ａｎｇｅ.
大阪市福島区 博多中洲ぢどり屋野田阪神店
大阪市福島区 輝寿家
大阪市福島区 日の出食堂
大阪市福島区 下町鉄板お好み焼き川上
大阪市福島区 サーレアンドペペ
大阪市福島区 大西亭
大阪市福島区 鉄板居酒屋 暢
大阪市福島区 中華料理 天津
大阪市福島区 臥薪 大阪本店
大阪市福島区 韓国料理店 ボウン
大阪市福島区 HAPPY CAT CAFE
大阪市福島区 SaKuRa
大阪市福島区 ペニーローファーズ
大阪市福島区 STUDIO BAR ALDO
大阪市福島区 ラーメンジャクソンズ
大阪市福島区 お多福
大阪市福島区 てん☆てん
大阪市福島区 まる市寿司
大阪市福島区 鉄板dining新井
大阪市此花区 ピース
大阪市此花区 連山
大阪市此花区 まぼや
大阪市此花区 あたご
大阪市此花区 おでんCafe&Barぎゃみん-gyamin'-
大阪市此花区 イタリアキッチンベニーレ
大阪市此花区 ざっぴん家
大阪市此花区 やきとん角
大阪市此花区 こばちやとき
大阪市此花区 お好み焼き 花水木 酉島店
大阪市此花区 中野屋サンド
大阪市此花区 カラオケホールシャルマン
大阪市此花区 麺屋花壱
大阪市此花区 ふる里
大阪市此花区 カラオケスナック圓
大阪市此花区 酒処なかの
大阪市此花区 和処たかはし
大阪市此花区 玉や
大阪市此花区 菜酒muchaムチャ
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大阪市此花区 まえちゃん
大阪市此花区 むらさき
大阪市此花区 せぞん
大阪市此花区 もんじゃ彩
大阪市此花区 らーめん麵泥棒 西九条店
大阪市此花区 カラオケスナックのん
大阪市此花区 diningbar waraii
大阪市此花区 おしゃれ倶楽部
大阪市此花区 喰焼所
大阪市西区 おでん○
大阪市西区 Comptoir15
大阪市西区 Bar Baden² 
大阪市西区 悟
大阪市西区 大成苑
大阪市西区 新町蕎麦切りてるてる
大阪市西区 なにわ創彩 百虎
大阪市西区 炭火焼鳥まんてん
大阪市西区 TRATTORIA BAR GIORNO
大阪市西区 海鮮居酒屋 謎の屋
大阪市西区 鶏乃物語 土佐堀店
大阪市西区 大入屋
大阪市西区 とんかつ一番2deux
大阪市西区 もだん
大阪市西区 空色
大阪市西区 旭
大阪市西区 ミッドウェイ
大阪市西区 嘉一
大阪市西区 チーズチューズ ＨＩＧＯＢＡＳＨＩ
大阪市西区 風味鶏
大阪市西区 Bistro Sifflet
大阪市西区 居酒屋とりとん
大阪市西区 CHLO
大阪市西区 花宴
大阪市西区 motoraum
大阪市西区 TAKO-SHOW
大阪市西区 Cafe Sketch
大阪市西区 美好年代Belle Epoque
大阪市西区 NANA NO MOE
大阪市西区 かぐら
大阪市西区 くいしんぼ
大阪市西区 洋食屋ダイニングテーブル
大阪市西区 haD 
大阪市西区 おかにわ
大阪市西区 ま津もと
大阪市西区 焼鳥 壱
大阪市西区 焼き鳥 笑ちゃん
大阪市西区 居酒屋やいと
大阪市西区 チーナ邸
大阪市西区 らほ屋
大阪市西区 味ヒーロー
大阪市西区 焼肉R29
大阪市西区 韓国家庭料理多松
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大阪市西区 バブルネット
大阪市西区 スナック7
大阪市西区 阿波座 なが友
大阪市西区 炭火焼食堂トロンペ
大阪市西区 遊膳人田はた
大阪市西区 カラオケルームON&ON
大阪市西区 九条 ちょい呑み缶ぽん
大阪市西区 中華食堂 珉龍 阿波座店
大阪市西区 鮓あさ吉
大阪市西区 THE TAVERN 
大阪市西区 IL BECCAFICO
大阪市西区 cafedeサロット
大阪市西区 讃岐路
大阪市西区 Andyou 
大阪市西区 馳走蔵マス
大阪市西区 541+
大阪市西区 スパイス茂
大阪市西区 ミセスユン
大阪市西区 IL BOSCO
大阪市西区 おでんの店 壱の蔵
大阪市西区 やっこ蛸
大阪市西区 ダイニングバーライノ
大阪市西区 串かつ工房 煉
大阪市西区 鶴すし
大阪市西区 佐々木孫べえ
大阪市西区 パキスタン料理 ムガル（本町ムガル）
大阪市西区 串かつぼちぼち
大阪市西区 meme cafe
大阪市西区 覇王樹
大阪市西区 炭火焼 柴家
大阪市西区 だし屋凸凹
大阪市西区 Bar MALOWD
大阪市西区 居酒屋桜
大阪市西区 焼肉の店 飛鳥
大阪市西区 ザッツピザ南堀江
大阪市西区 さしゅう
大阪市西区 串まる
大阪市西区 鮨 ご馳走処 やく藏
大阪市西区 勝記点心楼
大阪市西区 菜々竃
大阪市西区 スナックアコ
大阪市西区 土竜 新町店 （隠れ家 kitchen Mogura ）
大阪市西区 オッテ
大阪市西区 Imparfait
大阪市西区 しらたき本店
大阪市西区 A R T ＆ W I N E
大阪市西区 焼き鳥せいじ
大阪市西区 味宝楼 西本町店
大阪市西区 お酒とごはん 菜な実
大阪市西区 お好み焼き しみづ
大阪市西区 うどん居酒屋江戸堀
大阪市西区 いちよし
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大阪市西区 やこや九条店
大阪市西区 江戸堀BEEF
大阪市西区 にゃんくるにゃいさ
大阪市西区 串茶屋
大阪市西区 鶏家 陶山
大阪市西区 すなっく てまり
大阪市西区 ちゃ味鶏
大阪市西区 道楽庵
大阪市西区 ど鍋や 新町
大阪市西区 ラーメン 一轍
大阪市西区 にらめっ子
大阪市西区 Reiko
大阪市西区 上等カレー業物屋
大阪市西区 串・なべ処 慶祐
大阪市西区 Chop Hits Barbecue 
大阪市西区 喫茶リバーサイド
大阪市西区 BarStudio TT ZONE
大阪市西区 アルペジオ
大阪市西区 moon 
大阪市西区 九条一丁目
大阪市西区 立呑 いっぷく屋
大阪市西区 Chinese 李香
大阪市西区 サケトメシ
大阪市西区 imu
大阪市西区 龍苑
大阪市西区 Lion Heart
大阪市西区 Axy
大阪市西区 Trattoria ARIA
大阪市西区 ゲッカ
大阪市西区 愛・優
大阪市西区 if
大阪市西区 マホラバキッチン
大阪市西区 雨宿り
大阪市西区 ハーフェズ
大阪市西区 La cuvee
大阪市西区 肴と魚と酒菜 湊
大阪市西区 bar willin'
大阪市西区 お好み焼 のんの
大阪市西区 中華酒家いっと
大阪市西区 さかなや久
大阪市西区 Rosario ロザリオ
大阪市西区 すみれ
大阪市西区 ATRIO CAFE
大阪市西区 鉄板焼プランチャ
大阪市西区 北新地ぎょうざ家 阿波座店
大阪市西区 KARAOKE BAR BALLAD バラード
大阪市西区 VOXX
大阪市西区 焼肉 夢叶縁
大阪市西区 八百屋みのり
大阪市西区 ALK italianbar
大阪市西区 うまい麺には福来たる 西大橋店
大阪市西区 ショットバー エニグマ
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大阪市西区 鮨処一
大阪市西区 basket case
大阪市西区 Shot  Bar Son's  Bar
大阪市西区 おこ研
大阪市西区 エビス倶楽部
大阪市西区 焼肉火山
大阪市西区 INDIAN NEPALI&TIBET  RESTAURANT SNOW LION
大阪市西区 北堀江いちふく
大阪市西区 カレー屋さん
大阪市西区 バッテラロック
大阪市西区 ここ助
大阪市西区 らーめんわんや
大阪市西区 食いきり武いち
大阪市西区 中国酒菜 真怡記
大阪市西区 LASIRENA
大阪市西区 呑み処 なばちゃん
大阪市西区 SOLEIL
大阪市西区 浪漫焼き芋 芋の巣
大阪市西区 あわばし食堂
大阪市西区 Natul
大阪市西区 立呑処 家味囲
大阪市西区 鉄板焼お好み焼き粉吉
大阪市西区 京町堀 華家
大阪市西区 こうちゃんラーメン
大阪市西区 華蔵 和洋中ダイニング
大阪市西区 創作鉄板焼720
大阪市港区 みや乃
大阪市港区 スナックモンロー
大阪市港区 ほっTOすれBar
大阪市港区 ひよこ
大阪市港区 スナック のぶえ
大阪市港区 食いしんぼアイワ
大阪市港区 八剣伝弁天町店
大阪市港区 呑み処「和」
大阪市港区 麺や雅流ムゲンダイ
大阪市港区 ひろ
大阪市港区 LE GRAND BLEU
大阪市港区 串揚家三と九
大阪市港区 gina
大阪市港区 こうせいラーメン
大阪市港区 焼き鳥こっこや
大阪市港区 串かつ活天保山マーケットプレース店
大阪市港区 百一
大阪市港区 いまい家
大阪市港区 焼鳥おばんざい ゆうじ1972
大阪市港区 韓国食堂とらじ
大阪市港区 酒房かみの
大阪市港区 フエラ
大阪市港区 スナック妃
大阪市港区 居酒屋とさや
大阪市港区 どんどん居酒屋
大阪市港区 福屋
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大阪市港区 珉楽
大阪市港区 オリーブ
大阪市港区 ままのみせ
大阪市港区 大阪みなとたこ焼き昌也
大阪市港区 中華料理喜楽園
大阪市港区 呑み処・食べ処わ
大阪市港区 龍
大阪市港区 Ｌｅｔｔｅｒ
大阪市港区 新盛飯店
大阪市港区 舞ちょう
大阪市港区 スリーターキー
大阪市港区 エミ
大阪市港区 台湾名店麟籠小籠包
大阪市港区 こな家
大阪市港区 セブンスタァ
大阪市港区 AKASHIYA
大阪市港区 LION
大阪市港区 たこ焼き まるぼうず
大阪市港区 居酒屋 海賊
大阪市港区 彩
大阪市港区 助佐
大阪市港区 リーフ
大阪市港区 Ange
大阪市港区 Collection
大阪市港区 Shot & Snack HIGASHI
大阪市港区 紀州
大阪市港区 クリア
大阪市港区 旬菜楽酒 昌家
大阪市港区 鉄板居酒屋ちかおちゃん
大阪市港区 香蘭
大阪市大正区 EX NEST
大阪市大正区 虎えもん
大阪市大正区 舞
大阪市大正区 酒処 まるに
大阪市大正区 カラオケメモリー
大阪市大正区 新大正庵
大阪市大正区 海鮮居酒屋 はるか
大阪市大正区 かめや
大阪市大正区 大正酒場なかの
大阪市大正区 赤字屋
大阪市大正区 呑食家まる美
大阪市大正区 居酒屋たすいち
大阪市大正区 こはち
大阪市大正区 オトト水産
大阪市大正区 スナック杏
大阪市大正区 あす香
大阪市大正区 やんばる
大阪市大正区 酒のみのりや
大阪市大正区 コパ
大阪市大正区 CHANCE
大阪市大正区 大正 お好み屋 ままま
大阪市大正区 笑家
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大阪市大正区 海鮮屋台ゆうだん丸
大阪市大正区 エスツゥー
大阪市大正区 キッチンパブ愛してナイト
大阪市大正区 畑酒店
大阪市大正区 baraka
大阪市大正区 お好み焼き和
大阪市大正区 海鮮処 絆 本店
大阪市大正区 海鮮処 絆 大正駅前店
大阪市大正区 創作串揚げ 一正
大阪市大正区 にーぼ
大阪市大正区 スナックさくら
大阪市大正区 焼肉たつみ
大阪市大正区 キッチンマカロン
大阪市大正区 ミスヤ
大阪市大正区 畑分店
大阪市大正区 イチバノチカラ
大阪市大正区 立ちのみ処呑ものも
大阪市大正区 焼酎おでんBAR楽
大阪市大正区 Jukebox
大阪市大正区 あやバカ一代。
大阪市大正区 焼とり居酒屋吉鳥 大正駅前店
大阪市大正区 やきとり雷鳥
大阪市大正区 寿司文
大阪市大正区 大多成
大阪市大正区 Bar BooZER
大阪市大正区 バータケシ
大阪市大正区 Fine ファイン
大阪市大正区 ザ・沖縄
大阪市大正区 クラスノ
大阪市大正区 玉tama
大阪市天王寺区 まかないバー
大阪市天王寺区 う志苑
大阪市天王寺区 olio
大阪市天王寺区 CafeRestaurantGuarire
大阪市天王寺区 種よし
大阪市天王寺区 ホルモン専門店 炭火焼肉 ゆきちゃん
大阪市天王寺区 焼肉味道
大阪市天王寺区 いか焼星蘭天王寺本店
大阪市天王寺区 豚串焼 豚志
大阪市天王寺区 ボワール
大阪市天王寺区 三府寿司
大阪市天王寺区 すし割鮮天山
大阪市天王寺区 旬彩なかじま商店
大阪市天王寺区 ダイニング英
大阪市天王寺区 一政すし
大阪市天王寺区 未来
大阪市天王寺区 たばこや
大阪市天王寺区 すし市
大阪市天王寺区 桃谷温酒場
大阪市天王寺区 ショットバーｇ
大阪市天王寺区 オアシス
大阪市天王寺区 うの花すし
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大阪市天王寺区 お好み焼・鉄板焼 たぴおか食堂
大阪市天王寺区 カフェ・クラムボン Cafe CLAMBON
大阪市天王寺区 麺処細屋
大阪市天王寺区 居酒屋すいすい
大阪市天王寺区 大番
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 サントリースナック ドル
大阪市天王寺区 創作居酒屋やす
大阪市天王寺区 まる家
大阪市天王寺区 Cafe&Bar POSH
大阪市天王寺区 たけ八
大阪市天王寺区 鰯屋カタクチ
大阪市天王寺区 居酒屋細雪
大阪市天王寺区 たま鮨
大阪市天王寺区 上本町 富喜
大阪市天王寺区 スナック輪りん
大阪市天王寺区 洋食川ぎし
大阪市天王寺区 DRAM HOUSE THE ROOT
大阪市天王寺区 居酒屋醍醐味
大阪市天王寺区 ありたや
大阪市天王寺区 居酒屋きやす亭
大阪市天王寺区 グリルエール
大阪市天王寺区 悦来閣
大阪市天王寺区 ジョニーのからあげ 上本町店
大阪市天王寺区 miette
大阪市天王寺区 和洋味かた
大阪市天王寺区 dining＆barROBIN
大阪市天王寺区 ぐう
大阪市天王寺区 友福中華料理
大阪市天王寺区 OZ家
大阪市天王寺区 tea &snack vivi
大阪市天王寺区 本町製麺所ゆ
大阪市天王寺区 UNIVERSE
大阪市天王寺区 味来亭
大阪市天王寺区 小原庄助
大阪市天王寺区 O'Reshuka
大阪市天王寺区 和食酒屋 惇
大阪市天王寺区 まぐろ料理KA-TSU
大阪市天王寺区 OSTERIA CAPRA
大阪市天王寺区 鉄板鍋ショウ
大阪市天王寺区 昔ばなし
大阪市天王寺区 Bar Speranza
大阪市天王寺区 せんとらるぱーく
大阪市天王寺区 鶴橋いちごいちえ
大阪市天王寺区 ザ・ちゃんこ 萩屋 本場所
大阪市天王寺区 キャベ焼酒場
大阪市天王寺区 鐵道館食堂
大阪市天王寺区 Bar STRATHISLA 
大阪市天王寺区 さくら鮨
大阪市天王寺区 Big
大阪市天王寺区 ろばた焼 いそ六
大阪市天王寺区 カラオケ喫茶クイーン
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大阪市天王寺区 居食屋 こめき
大阪市天王寺区 味千園
大阪市天王寺区 Arro towa
大阪市天王寺区 蛸九
大阪市天王寺区 炭火焼鳥地酒創味
大阪市天王寺区 韓八亭
大阪市天王寺区 焼肉・韓国料理 韓國館
大阪市天王寺区 王チャジャン
大阪市天王寺区 cafe&bar Legato
大阪市天王寺区 貝鮮浜焼らいち
大阪市天王寺区 居酒屋彩季
大阪市天王寺区 凸
大阪市天王寺区 旬天 伸
大阪市天王寺区 Kate Bar
大阪市天王寺区 バーピーコート
大阪市天王寺区 スナック夢
大阪市天王寺区 自家製うどん和匠
大阪市天王寺区 GADGET
大阪市天王寺区 Baccano
大阪市天王寺区 彭家タッカンマリ
大阪市浪速区 やわらぎ
大阪市浪速区 味の源
大阪市浪速区 イタリアンバールハナキン
大阪市浪速区 BAR GOODHOPE
大阪市浪速区 上方うどん
大阪市浪速区 パンダ堂
大阪市浪速区 光
大阪市浪速区 チーフの居酒屋
大阪市浪速区 信州そば
大阪市浪速区 BARナマズ
大阪市浪速区 Pit-in
大阪市浪速区 日本橋UPs
大阪市浪速区 居酒屋ちとも
大阪市浪速区 スナック一花
大阪市浪速区 玉家
大阪市浪速区 美味卯
大阪市浪速区 えん
大阪市浪速区 にんにく居酒屋ぴかいち
大阪市浪速区 居酒屋啓ちゃん
大阪市浪速区 炉端焼き 門
大阪市浪速区 K.CAFE
大阪市浪速区 海空
大阪市浪速区 GOONIES
大阪市浪速区 居酒屋 彩あい
大阪市浪速区 PEACE BAL
大阪市浪速区 BAR TARO
大阪市浪速区 ビジネスホテル新なんば（１階レストラン新なんば）
大阪市浪速区 居酒屋ハッピー
大阪市浪速区 ビストロスミレ
大阪市浪速区 居酒屋ゼゼヒヒ
大阪市浪速区 より処 とかとか
大阪市浪速区 ハッピーバッファロー

13 / 105 ページ



市町村名 施設名称

※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３年１２月２２日公表分）

大阪市浪速区 酎房まほろば
大阪市浪速区 炭火焼鳥刻
大阪市浪速区 がばちょ
大阪市浪速区 ひかりや
大阪市浪速区 なにわ くじらぐも
大阪市浪速区 夜喫茶といろ
大阪市浪速区 うなぎ釣り 大阪屋
大阪市浪速区 はやみ
大阪市浪速区 bar sakenoma
大阪市浪速区 micoざくら
大阪市浪速区 堃記
大阪市浪速区 味家
大阪市浪速区 ふらり
大阪市浪速区 居酒屋太郎
大阪市浪速区 スパゲッティタブキ
大阪市浪速区 カフェルシファー
大阪市浪速区 お好み焼 ヒロ
大阪市浪速区 お好み焼 あんちゃん
大阪市浪速区 居酒屋黄金石
大阪市浪速区 タナカンチ
大阪市浪速区 士林 大阪日本橋店
大阪市浪速区 jammy
大阪市浪速区 しおみ亭
大阪市浪速区 MINORITY in THUNDERBAR
大阪市浪速区 牛全
大阪市浪速区 やん！なんば本店
大阪市浪速区 バナイル
大阪市浪速区 ぽてちん！食堂研究所
大阪市浪速区 てんぷらやさん
大阪市浪速区 レ・シャンドオル
大阪市浪速区 ムビー八戸
大阪市浪速区 翔月
大阪市浪速区 なにわ ぶちかまし
大阪市浪速区 SEYHAN KEBAB
大阪市浪速区 Cafeikoi
大阪市浪速区 タコヤキサカバコテオチャン
大阪市浪速区 京屋
大阪市浪速区 彦家
大阪市浪速区 えびす食堂
大阪市浪速区 立呑み 福政
大阪市浪速区 MareCalmo
大阪市浪速区 スナック日本一
大阪市浪速区 魔法のドン
大阪市浪速区 居酒屋あい
大阪市浪速区 bar Combustio
大阪市浪速区 Magic Cafe&Bar SHINSEKAI
大阪市浪速区 じゅにや
大阪市浪速区 酒呑ありお
大阪市浪速区 Kーstory
大阪市浪速区 うちわ
大阪市浪速区 あっちち本舗 通天閣店
大阪市浪速区 BAKE&PIZZA&NFC TEKKEN
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大阪市浪速区 魚串波食波食
大阪市浪速区 Area3439
大阪市浪速区 中華料理 ひろや
大阪市浪速区 麺屋たけちゃん
大阪市浪速区 居酒屋 まいまい
大阪市浪速区 BAR 78 Banchi
大阪市浪速区 蕎麦とラー油で幸なった
大阪市浪速区 ねこ福
大阪市浪速区 Dragon coffee
大阪市西淀川区 MK
大阪市西淀川区 コーヒーハウスギザ
大阪市西淀川区 居酒屋ぴー典
大阪市西淀川区 姫島百番
大阪市西淀川区 present
大阪市西淀川区 洋食屋さん 甲
大阪市西淀川区 中華茶屋
大阪市西淀川区 たけちゃん
大阪市西淀川区 AANZ HALAL MARKET&CAFE
大阪市西淀川区 カラオケバー モグラ
大阪市西淀川区 笑う門には麵来たる
大阪市西淀川区 味処しょうざん
大阪市西淀川区 Darlin
大阪市西淀川区 Ｒｅｃｌｕｂ
大阪市西淀川区 津野
大阪市西淀川区 乃み処 あき
大阪市西淀川区 Camus
大阪市西淀川区 びすとろ やま亭
大阪市西淀川区 亜郎
大阪市西淀川区 立呑 あな
大阪市西淀川区 焼肉 玄風
大阪市西淀川区 焼肉一丁目
大阪市西淀川区 お食事処昇
大阪市西淀川区 カマタ商店
大阪市西淀川区 キッチンゆう凪
大阪市西淀川区 居酒屋SONSON
大阪市西淀川区 お好み焼き華
大阪市西淀川区 居酒屋ゆう
大阪市西淀川区 Ｓｈｅｒｉ
大阪市西淀川区 以蔵
大阪市西淀川区 桃太郎
大阪市西淀川区 スナックバッカス
大阪市西淀川区 酒楽とんぼ 小寺
大阪市西淀川区 キャンディ
大阪市西淀川区 バウムドルフ
大阪市西淀川区 エバーズ
大阪市西淀川区 1029
大阪市西淀川区 ALBA LUCES
大阪市西淀川区 いざかや とと
大阪市西淀川区 創作ダイニングなごみ
大阪市西淀川区 Padon
大阪市西淀川区 つきあかり
大阪市西淀川区 サラン
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大阪市西淀川区 大阪ハラールレストラン
大阪市西淀川区 カラオケスタジオカレンス
大阪市西淀川区 天一
大阪市西淀川区 杉
大阪市西淀川区 喫茶藤
大阪市西淀川区 仲地商店
大阪市西淀川区 居酒屋＆BARBOO
大阪市西淀川区 おかもと
大阪市西淀川区 焼き鳥酒場BOO
大阪市西淀川区 居酒屋 鉄板 お好み焼き てっちゃん
大阪市西淀川区 廣島
大阪市西淀川区 カラオケ居酒屋 ゆい
大阪市西淀川区 はまちゃん
大阪市西淀川区 お食事処 つゆ草
大阪市西淀川区 山海炉ばた 龍馬
大阪市西淀川区 インドレストラン ジャムナ
大阪市西淀川区 神十蕎麦
大阪市東淀川区 ベリーズキッチン
大阪市東淀川区 居酒屋輪
大阪市東淀川区 スナック美花
大阪市東淀川区 かざん
大阪市東淀川区 焼いたり揚げたり
大阪市東淀川区 BAR IRIE LIFE
大阪市東淀川区 ホルモンぶりすけ淡路店
大阪市東淀川区 上新庄酒場
大阪市東淀川区 ラウンジエンジェル
大阪市東淀川区 いっこや
大阪市東淀川区 串焼きと串揚げのお店せん貴
大阪市東淀川区 カドヤ果実酒商店
大阪市東淀川区 食事処瀬戸
大阪市東淀川区 SAKE WORKS GAKU
大阪市東淀川区 GB'S CAFE AREA3
大阪市東淀川区 ジャドール
大阪市東淀川区 きらく
大阪市東淀川区 炉ばた焼 金太郎
大阪市東淀川区 斎木
大阪市東淀川区 居酒屋みゅん
大阪市東淀川区 PLATON
大阪市東淀川区 まいどおおきに佐和
大阪市東淀川区 麺屋マルヨシ
大阪市東淀川区 洋食SHIGERU
大阪市東淀川区 角打ちダイニングちか
大阪市東淀川区 お好み焼き はなまる
大阪市東淀川区 笑福とおるちゃん
大阪市東淀川区 ダイニングF
大阪市東淀川区 寳の谷 ほうのや
大阪市東淀川区 焼肉 煙
大阪市東淀川区 しろがね
大阪市東淀川区 海鮮鮨処はし元
大阪市東淀川区 ぼなぺてぃ（ボナペティ）
大阪市東淀川区 旨味処 和
大阪市東淀川区 kuro
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大阪市東淀川区 たこ焼 たこやん
大阪市東淀川区 テッパン アンド ミックス Enishi
大阪市東淀川区 口八丁
大阪市東淀川区 カラオケスポットビクトリー
大阪市東淀川区 創作キッチンコトコト
大阪市東淀川区 姫ちゃん
大阪市東淀川区 ラーメン村西家
大阪市東淀川区 Chinese Dining 杏花楼
大阪市東淀川区 炭火焼鳥かどや
大阪市東淀川区 マドンナ
大阪市東淀川区 BROTHER
大阪市東淀川区 田舎娘
大阪市東淀川区 まかない屋
大阪市東淀川区 うどん・丼 大吉
大阪市東淀川区 お好み焼き 狼煙
大阪市東淀川区 二代目ぼん太
大阪市東淀川区 T's Cafe
大阪市東淀川区 たこ焼きbar Nattaco
大阪市東淀川区 旬魚酒菜和さび
大阪市東淀川区 居心伝 東淡路店
大阪市東淀川区 鮨 よね田
大阪市東淀川区 子狸
大阪市東淀川区 ノアール
大阪市東淀川区 snack WALK
大阪市東淀川区 開花亭
大阪市東淀川区 KOKOCAFE
大阪市東淀川区 瀧
大阪市東淀川区 日韓屋にっこりや
大阪市東淀川区 二代目とぅりゃんせ
大阪市東淀川区 吉田屋
大阪市東淀川区 おのころ食堂淡路島
大阪市東淀川区 串かつ居酒屋はじけ家
大阪市東淀川区 焼鶏かかし上新庄店
大阪市東淀川区 寿司広
大阪市東淀川区 淡路バル はちみつ食堂
大阪市東淀川区 穂り
大阪市東淀川区 +44 cafe
大阪市東淀川区 大河
大阪市東淀川区 コーヒーハウスシグナル
大阪市東淀川区 8910 白寿
大阪市東淀川区 un polpo(アン ポルポ)
大阪市東淀川区 まほろば食堂
大阪市東淀川区 萬樹苑
大阪市東淀川区 中華ダイニング茶々
大阪市東淀川区 地鶏海鮮はし幸
大阪市東淀川区 活旬うだ川
大阪市東淀川区 榮華亭 上新庄店
大阪市東淀川区 創作diningMIーO
大阪市東淀川区 BangBang
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 キッチンハリネズミ
大阪市東淀川区 カレーハウスディール
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大阪市東淀川区 とり小屋
大阪市東淀川区 淀華
大阪市東淀川区 吟醸バー石橋
大阪市東淀川区 雅 香 (gakou)
大阪市東成区 Ｌａｒｋ
大阪市東成区 Dining Bar Orion
大阪市東成区 麦蔵
大阪市東成区 勝手に焼き肉
大阪市東成区 木林
大阪市東成区 森ノ宮酒場 いおり
大阪市東成区 串揚げ料理 みや田
大阪市東成区 丼やぶあいそう
大阪市東成区 お好み焼・鉄板焼ばると
大阪市東成区 串焼 串力
大阪市東成区 カフェこだま
大阪市東成区 旬菜居酒屋凛
大阪市東成区 HO-助
大阪市東成区 白馬童子極
大阪市東成区 株式会社ケントハウス
大阪市東成区 あん
大阪市東成区 手打ち蕎麦やました
大阪市東成区 創肴家 ちきゅう岬
大阪市東成区 お食事処 い
大阪市東成区 焼肉やまいち
大阪市東成区 鮨よしたけ
大阪市東成区 マーガレット
大阪市東成区 大成屋
大阪市東成区 中華アジアンバル玉造夜市
大阪市東成区 炭火焼肉 １．６１８
大阪市東成区 スナック眞理
大阪市東成区 居酒屋かんぱい
大阪市東成区 麺屋虎司
大阪市東成区 YONEZAWA鶏NIKUTEN
大阪市東成区 酒の穴かちくり屋
大阪市東成区 Shot Bar Advance
大阪市東成区 立呑み処 晴
大阪市東成区 和牛処なかざき
大阪市東成区 スナックChouChouシュシュ
大阪市東成区 花ちょうちん
大阪市東成区 京らーめん長崎ちゃんぽんシェフ
大阪市東成区 お蝶女
大阪市東成区 ヒッパラン
大阪市東成区 魚亭 鈴屋
大阪市東成区 ばんめしや
大阪市東成区 BISTRO BAR SIRUELA 
大阪市東成区 スロウデイズ
大阪市東成区 マンなカフェ
大阪市東成区 中華食堂
大阪市東成区 カレー屋みや田
大阪市東成区 ウィズ・ユー
大阪市東成区 すし鶴新深江店
大阪市東成区 餃子専門店 味力亭 緑橋店
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大阪市東成区 割烹うを瀬
大阪市東成区 楽笑
大阪市東成区 Bar Continue
大阪市東成区 旬菜ダイニングＣＯＳＹ
大阪市東成区 割烹風居酒屋 仲山
大阪市東成区 大阪城立ち呑みの陣 0 軒目
大阪市東成区 炭火焼鳥かわ八
大阪市東成区 王珉
大阪市東成区 ラウンジうづ貴
大阪市東成区 居酒屋だんらん
大阪市東成区 カラオケ喫茶 スリーナイン
大阪市東成区 IMAZATOひでぞうはなれ
大阪市東成区 麺屋三喜
大阪市東成区 松竹亭新館
大阪市東成区 楽
大阪市東成区 田村
大阪市東成区 居酒屋３５５
大阪市東成区 ぶらり亭
大阪市東成区 いか玉屋プラスアルファ
大阪市東成区 アル、イクシール BAR al-iksir
大阪市東成区 珈琲館森ノ宮店
大阪市東成区 GANESHA
大阪市東成区 末廣
大阪市東成区 手羽の極
大阪市東成区 お好み焼き鉄板焼き佳代
大阪市生野区 beta
大阪市生野区 居酒屋なお
大阪市生野区 炭火焼肉こぎや
大阪市生野区 居酒屋ＭＯＲＩＫＩ
大阪市生野区 JOE MAD SPECIAL
大阪市生野区 焼肉のモリ
大阪市生野区 仁家
大阪市生野区 F-STYLE FINE
大阪市生野区 アルト・ワン
大阪市生野区 居酒屋太郎
大阪市生野区 ニューシャルマン
大阪市生野区 Home Bar Zinc  ホームバーザンク
大阪市生野区 大家（テガ）
大阪市生野区 TEPPAN 健心
大阪市生野区 美山
大阪市生野区 富ちゃん
大阪市生野区 福酒幕
大阪市生野区 スター
大阪市生野区 お好み焼き だるま
大阪市生野区 加奈寿司
大阪市生野区 あて
大阪市生野区 HINAYA
大阪市生野区 ぐぅぐぅガロス
大阪市生野区 おにがしま
大阪市生野区 锡紙海鮮烤吧
大阪市生野区 駅前うどん
大阪市生野区 めん処マサムネ屋生野店
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大阪市生野区 鉄板焼きMUDDY
大阪市生野区 旬菜居酒屋 芽ん味
大阪市生野区 石田酒店立ち飲み
大阪市生野区 カラオケ大邱
大阪市生野区 シクレット
大阪市生野区 あかいや
大阪市生野区 WIN
大阪市生野区 担々麺専門店和正
大阪市生野区 リーカラオケ
大阪市生野区 一里
大阪市生野区 巽
大阪市生野区 らーめん砦寺田町店
大阪市生野区 QUAN ONG NHAT
大阪市生野区 居酒屋ぼっちり
大阪市生野区 やきにくだいき
大阪市生野区 アリラン食堂
大阪市生野区 ＴＨＥ ＡＬＬ ＩＮ
大阪市生野区 カラオケスタジオ和
大阪市生野区 たっちゃん寿司
大阪市生野区 角や
大阪市生野区 串かつ居酒屋あずまや
大阪市生野区 うみどり食堂
大阪市生野区 月
大阪市生野区 肥後
大阪市生野区 KENJI.cow
大阪市生野区 ドレミ
大阪市生野区 明洞ホットドッグ
大阪市生野区 カラオケスナックオアシス
大阪市生野区 焼肉とらじ
大阪市生野区 ヴィラージュ
大阪市生野区 いちげん屋
大阪市生野区 龍園
大阪市生野区 Terra
大阪市生野区 大龍飯店
大阪市生野区 遊覧船
大阪市生野区 Felice   フェリーチェ
大阪市生野区 鉄板焼にみやん
大阪市生野区 グリルキッチンイストワール
大阪市生野区 韓国料理ハンマダン
大阪市生野区 BAR G.O.D
大阪市生野区 ふくふく家
大阪市生野区 焼肉やす
大阪市生野区 株式会社なちゅらフーズ
大阪市生野区 はるはる
大阪市生野区 粋味酒楽     みやちゃん   
大阪市生野区 老紳士
大阪市生野区 エッグの台所
大阪市生野区 SABAHIRO
大阪市生野区 CLUB ニュー プリンス
大阪市生野区 おでん居酒屋 海
大阪市生野区 狸狸亭
大阪市生野区 美空カラオケ
大阪市生野区 莉雅惇(リアン)
大阪市生野区 光ちゃん
大阪市生野区 たけひと
大阪市生野区 BARアジト
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大阪市生野区 フロントキッチン
大阪市生野区 たべもん屋ほろ酔
大阪市生野区 J
大阪市生野区 中華料理 紅龍
大阪市生野区 お好み焼き きんたろう
大阪市生野区 ＮＩＮＡＮＯ
大阪市生野区 ヨーロピアンカフェちゃお！
大阪市生野区 どん
大阪市生野区 恋
大阪市生野区 BLUE
大阪市生野区 Ｃｌｕｂ７７
大阪市生野区 鉄板酒家 縁
大阪市生野区 カラオケ恵
大阪市生野区 HANJYAN
大阪市生野区 食事処アッパ
大阪市生野区 とりとり亭
大阪市生野区 海の家 紀ノ国屋
大阪市生野区 たにがわ
大阪市生野区 Ｂ－ｍａｒｉ
大阪市生野区 PORCO
大阪市生野区 サッポロラーメン
大阪市生野区 お好みハウス21
大阪市旭区 歌謡ステージ麗
大阪市旭区 広島府中焼き鉄板居酒屋もみじ
大阪市旭区 Darts＆CafeBar心選組
大阪市旭区 ラルーナ
大阪市旭区 居酒屋はるき
大阪市旭区 木元水産
大阪市旭区 村上酒店
大阪市旭区 居酒屋おいでやす
大阪市旭区 ASKA
大阪市旭区 ビックだこ
大阪市旭区 とんかつぽん太
大阪市旭区 井原
大阪市旭区 旬彩やまぐち
大阪市旭区 焼肉 徳
大阪市旭区 カラオケ京ちゃん
大阪市旭区 とんかつ中村
大阪市旭区 シフォン
大阪市旭区 pine tree
大阪市旭区 揚子江ラーメン高殿店
大阪市旭区 喫茶いこい
大阪市旭区 ゆうぞら
大阪市旭区 ほろめき
大阪市旭区 スナック絲 
大阪市旭区 中華料理太閤
大阪市旭区 焼肉おおくぼ屋
大阪市旭区 立ち呑みちょぼ
大阪市旭区 BAR SCARLETT
大阪市旭区 粉もん屋八 森小路店
大阪市旭区 とんちんかん
大阪市旭区 焼とり居酒屋ねぎちゃん
大阪市旭区 立ち飲屋いどや
大阪市旭区 IL LEONE
大阪市旭区 プッコチュ
大阪市旭区 中華料理 明洋軒
大阪市旭区 メイク2
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大阪市旭区 四季旬菜 花音
大阪市旭区 鉄板酒場９６３
大阪市旭区 丼姫
大阪市旭区 絆
大阪市旭区 華牛
大阪市旭区 お好み焼き美樹
大阪市旭区 vivienne
大阪市旭区 元祖いか柳赤川店
大阪市旭区 魚河岸ふじ乃や
大阪市旭区 たこ焼き ZiPANG 
大阪市旭区 お好み焼き ささやん
大阪市旭区 ビバスタ
大阪市城東区 銀架
大阪市城東区 鍋専門店 にぼし
大阪市城東区 ポコアポコ
大阪市城東区 畑
大阪市城東区 銀ずし
大阪市城東区 太鼓屋
大阪市城東区 イタリア料理リチェルカ
大阪市城東区 蛸福神 今福店
大阪市城東区 駄菓子の扇屋
大阪市城東区 一鶏一炭
大阪市城東区 てっぱん家びと
大阪市城東区 焼肉いっぽ
大阪市城東区 gusto
大阪市城東区 喜界島
大阪市城東区 鳥憲
大阪市城東区 創作洋食Ohmura イス
大阪市城東区 旬菜酒房 宝隆丸
大阪市城東区 花菱
大阪市城東区 そば処ひらの
大阪市城東区 大阪焼鳥 鳥力
大阪市城東区 和Dining DANDAN
大阪市城東区 おばんざいdiningあんちゃん
大阪市城東区 たこ焼き・丈
大阪市城東区 福来樓 ふくろう
大阪市城東区 しばらく寿司
大阪市城東区 新世改94ダイニング誠
大阪市城東区 立飲みすみちゃん
大阪市城東区 お好み焼 せっちゃん
大阪市城東区 たこ焼38
大阪市城東区 La Pentola
大阪市城東区 オステリアバルニコン
大阪市城東区 和
大阪市城東区 たこ焼き居酒屋 空と凜
大阪市城東区 南国バル UTAOTO
大阪市城東区 ヒッパラン
大阪市城東区 京橋いなすい
大阪市城東区 とんかつ「とん娘」
大阪市城東区 インド料理レストラン JAY
大阪市城東区 鳥蔵 蒲生店
大阪市城東区 喫茶 パスティーユ
大阪市城東区 鶏と魚介らぁ麺komugi
大阪市城東区 ちゅー
大阪市城東区 鮨 知春
大阪市城東区 大福
大阪市城東区 うどん一番
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大阪市城東区 バックストリートコーヒー
大阪市城東区 万両酒販
大阪市城東区 ハンプティ・ダンプティ
大阪市城東区 フォルテ
大阪市城東区 福ずし すみれ店
大阪市城東区 じゅげ夢
大阪市城東区 ラーメン ごんべえ
大阪市城東区 さかえ
大阪市城東区 牛ホルモン竜
大阪市城東区 よい時
大阪市城東区 とみ菜うえ野
大阪市城東区 KITCHENYAMATO
大阪市城東区 スナック一番館
大阪市城東区 Tomo's Bar
大阪市城東区 成駒
大阪市城東区 ふるさと庵
大阪市城東区 GORKA NOODLE NEO
大阪市城東区 今福酒場ペイジ
大阪市城東区 鉄板焼ダイニング ヴィラージュ
大阪市城東区 呑み家 臼
大阪市城東区 石鹿
大阪市城東区 やきやき厨房
大阪市城東区 喰う
大阪市阿倍野区 サロン・ド・ケイ
大阪市阿倍野区 創作串揚げ隼十
大阪市阿倍野区 おでん屋 ての平
大阪市阿倍野区 Grace
大阪市阿倍野区 ちよちゃん
大阪市阿倍野区 bar+appetizer bagus 
大阪市阿倍野区 中華料理 南極
大阪市阿倍野区 舞歌
大阪市阿倍野区 もちや
大阪市阿倍野区 Equi
大阪市阿倍野区 季節料理ととろ
大阪市阿倍野区 おいしかよ
大阪市阿倍野区 スパイス串居酒屋 酔
大阪市阿倍野区 地中海バールShimpatico
大阪市阿倍野区 シェンプレ
大阪市阿倍野区 酔子
大阪市阿倍野区 天ぷら まつりや
大阪市阿倍野区 カフェマリキータ
大阪市阿倍野区 洋食プリッチ
大阪市阿倍野区 鶏颯
大阪市阿倍野区 大喜美章園すし
大阪市阿倍野区 ハワイ
大阪市阿倍野区 炭匠きしもと
大阪市阿倍野区 仲哉（なかや）
大阪市阿倍野区 竹のや
大阪市阿倍野区 和風料理 山
大阪市阿倍野区 スナック花束
大阪市阿倍野区 DADGAD
大阪市阿倍野区 やおきうどん
大阪市阿倍野区 酔鳥味鳥
大阪市阿倍野区 りとるきっちん
大阪市阿倍野区 三幸
大阪市阿倍野区 味苑
大阪市阿倍野区 Cafe-Bar Moi-Rai
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大阪市阿倍野区 うまからや
大阪市阿倍野区 Parfum
大阪市阿倍野区 クッチーナ サイトウ
大阪市阿倍野区 パブあべ
大阪市阿倍野区 中華料理昇龍
大阪市阿倍野区 Sunny
大阪市阿倍野区 バー・セカンド・ロボ
大阪市阿倍野区 ホルモンミナベヤ
大阪市阿倍野区 バー・ロボ・ムーン
大阪市阿倍野区 旬彩 旨魯
大阪市阿倍野区 KLOVERの家
大阪市阿倍野区 KANA Sound MuMu
大阪市阿倍野区 居酒屋ふくちゃん
大阪市阿倍野区 ガシパファミリー レストラン＆ＢＡＲ
大阪市阿倍野区 カラオケ扇
大阪市阿倍野区 とんかつちとせ
大阪市阿倍野区 bar Maria
大阪市阿倍野区 ファイブスター
大阪市阿倍野区 鉄板焼きダイニング椿
大阪市阿倍野区 小鍋キッチン
大阪市阿倍野区 居酒屋割烹かなざわ
大阪市阿倍野区 すし処髙松
大阪市阿倍野区 美章園一番
大阪市阿倍野区 大和
大阪市阿倍野区 大喜
大阪市阿倍野区 aioi
大阪市阿倍野区 巴うどん
大阪市阿倍野区 北沢長衛
大阪市阿倍野区 焼き鳥居酒屋とりあえず
大阪市阿倍野区 Juke Joint
大阪市阿倍野区 土佐備長炭焼とり 
大阪市阿倍野区 旬の酒場 さむらい
大阪市阿倍野区 鉄板居酒屋居酒屋Ryutaro44
大阪市阿倍野区 Cafe&Barりんどうの花
大阪市阿倍野区 メンバーズ ラベンダー
大阪市阿倍野区 串揚げ串焼き一PIN
大阪市阿倍野区 阿倍野バル MUSUBIME
大阪市阿倍野区 ねぼけ
大阪市阿倍野区 串大萬
大阪市阿倍野区 バードロップイン
大阪市阿倍野区 フラワーキッシュ本店
大阪市阿倍野区 ピーチ
大阪市阿倍野区 あべのキューズタウン Ｃａｆｅ ＆ ＢＡＲ ＫＩＫＩ
大阪市阿倍野区 喫茶 いこい
大阪市阿倍野区 伊勢もん居酒屋駄駄っ子
大阪市阿倍野区 たもん
大阪市阿倍野区 立呑酒場H AJ IM E
大阪市阿倍野区 ＤＩＮＩＮＧけん吉
大阪市阿倍野区 PiEDRA
大阪市阿倍野区 Ｂａｒ Ｓａｔｏｃｈａｎ
大阪市阿倍野区 nicco
大阪市阿倍野区 たこ焼きやしき
大阪市阿倍野区 Mad Cat Hostel Osaka & Bar
大阪市阿倍野区 オーティス・ブルー
大阪市阿倍野区 StandSoji
大阪市阿倍野区 THE TRAM
大阪市阿倍野区 浪花鮓
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大阪市阿倍野区 Bar7th
大阪市阿倍野区 げん
大阪市阿倍野区 食事処とも
大阪市阿倍野区 優勝酒場ノーユーノーミー
大阪市阿倍野区 LUCE
大阪市阿倍野区 賞味
大阪市阿倍野区 讃眞
大阪市住吉区 あずま寿し
大阪市住吉区 ビストロBar hana
大阪市住吉区 鉄板焼 つくし
大阪市住吉区 さか菜と肴 すえもと
大阪市住吉区 炭火美酒処  ちょび
大阪市住吉区 きよ花
大阪市住吉区 greenfeel
大阪市住吉区 家庭料理こちぶ
大阪市住吉区 餃子王（杜家）
大阪市住吉区 ロジナカ
大阪市住吉区 手打そば和
大阪市住吉区 BAR空sido
大阪市住吉区 Casual Bar アレグラ
大阪市住吉区 カラオケステージ喫茶 フェスタ
大阪市住吉区 お好み焼きくる
大阪市住吉区 BAR Savepoint
大阪市住吉区 炭火焼鶏羽風
大阪市住吉区 カルチャーカフェ上方
大阪市住吉区 たこ焼き竹笑
大阪市住吉区 ライブバービートイン
大阪市住吉区 居酒屋雪國
大阪市住吉区 寒ざらしそば 芦生
大阪市住吉区 焼肉の口福屋
大阪市住吉区 カラオケ喫茶 ベルフラワー
大阪市住吉区 一品料理たんたん
大阪市住吉区 呑み処ロケット
大阪市住吉区 スパイスの隠れ家
大阪市住吉区 旬彩酒場なごみ
大阪市住吉区 酒場 大旦那
大阪市住吉区 カラオケ喫茶とまと
大阪市住吉区 焼肉家族亭
大阪市住吉区 居酒屋漁助長居店
大阪市住吉区 あびこ酒場ゆうひめ
大阪市住吉区 中華そば閃
大阪市住吉区 かみなり中華そば店
大阪市住吉区 味いちもんめ
大阪市住吉区 ニーズプラス
大阪市住吉区 和洋ダイニングケイ
大阪市住吉区 キュンBAR
大阪市住吉区 BAR BEATLOOSE
大阪市住吉区 寿し隆
大阪市住吉区 居酒屋 まつしま
大阪市住吉区 海鮮寿司どっこい処
大阪市住吉区 炭火割烹うち田
大阪市住吉区 笑音
大阪市住吉区 おかんの店
大阪市住吉区 たまりば遊旬
大阪市住吉区 旬菜や うりぼう
大阪市住吉区 鶴橋らーめん食堂鶴心
大阪市住吉区 ARYAN住吉大社前店
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大阪市住吉区 居酒屋 おじご
大阪市住吉区 青瓦台
大阪市住吉区 味道園
大阪市住吉区 韓菜焼肉双天
大阪市住吉区 さくら
大阪市住吉区 日比谷鳥こまちあびこ駅前店
大阪市住吉区 タンクロー
大阪市住吉区 お好み焼きカクショウ
大阪市住吉区 お好み焼き古々路
大阪市住吉区 シャピトル ドゥー
大阪市住吉区 もんじゃ＆我孫子ワイン酒場西屋
大阪市住吉区 カラオケスポット 早﨑
大阪市住吉区 酒食家 るぅぷ
大阪市住吉区 日本酒バル酒場からつや
大阪市住吉区 スナック パピヨン
大阪市住吉区 焼き肉はやし源
大阪市住吉区 スナックまんまみーあ
大阪市住吉区 小六
大阪市住吉区 八角
大阪市住吉区 カジュアル和食うたげ
大阪市住吉区 パブイチマルイチ
大阪市住吉区 韓風厨房松井
大阪市住吉区 田中屋酒店
大阪市住吉区 bulanmuda
大阪市住吉区 炭焼地鶏鳥重
大阪市住吉区 味ごころ四季彩
大阪市住吉区 おいしい水
大阪市住吉区 寿し長
大阪市住吉区 さくら屋
大阪市住吉区 和楽菜彩 月
大阪市住吉区 Ｇｉｒａｓｏｌ
大阪市住吉区 ＦＡＧＯＴＴＯ
大阪市住吉区 豊八
大阪市住吉区 インド料理レストランSURAJ 長居店
大阪市住吉区 食事処もりもと
大阪市住吉区 鮨旬魚彩きぐち
大阪市住吉区 F5
大阪市住吉区 居酒屋おいでや
大阪市住吉区 ダイニング居酒屋呼ッ小屋
大阪市住吉区 炭火焼鳥６９鶏
大阪市住吉区 Ｉｎｄｉａｎ Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ Ｒａｓｏｉ
大阪市住吉区 すし処  誠
大阪市住吉区 IZAKAYAにょきにょき
大阪市住吉区 ネースト
大阪市住吉区 焼肉ゴンチャン
大阪市住吉区 お食事処 とくひろ
大阪市住吉区 御坊庵
大阪市住吉区 BAR SUMIMARU
大阪市住吉区 天ぷら天雲
大阪市東住吉区 鮮魚Bar創's style
大阪市東住吉区 カラオケびっきり
大阪市東住吉区 駒川ホルモン
大阪市東住吉区 musicplaceドンファン
大阪市東住吉区 和酒屋TAKATAKA
大阪市東住吉区 寿司魚傑
大阪市東住吉区 やえもん
大阪市東住吉区 お多ふく

26 / 105 ページ



市町村名 施設名称

※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３年１２月２２日公表分）

大阪市東住吉区 友鉄
大阪市東住吉区 はやっさんのワインにめがねぇんです
大阪市東住吉区 めん塾
大阪市東住吉区 萬珉
大阪市東住吉区 洋食の永和堂
大阪市東住吉区 Kitchen anello
大阪市東住吉区 居酒屋 笑福
大阪市東住吉区 杉野商店
大阪市東住吉区 たこちよ
大阪市東住吉区 通天閣もつ鍋屋針中野店
大阪市東住吉区 いがらし
大阪市東住吉区 亜紀
大阪市東住吉区 Cafe & Bar Sakuraholic
大阪市東住吉区 弥平士
大阪市東住吉区 スナック 八千代
大阪市東住吉区 八右衛門
大阪市東住吉区 居酒屋 瓢箪
大阪市東住吉区 スナック林檎
大阪市東住吉区 ぼて茶屋 針中野店
大阪市東住吉区 三津屋
大阪市東住吉区 とり奉行
大阪市東住吉区 カラオケスタジオだんご
大阪市東住吉区 さくらんぼ
大阪市東住吉区 カラオケステージカクレ家
大阪市東住吉区 garage
大阪市東住吉区 まったり
大阪市東住吉区 お食事処ききょう
大阪市東住吉区 カラオケキッサムッチャン
大阪市東住吉区 のんじ
大阪市東住吉区 ふぐ政 田辺店
大阪市東住吉区 カラオケ喫茶 きずな
大阪市東住吉区 立呑酒場ぶす
大阪市東住吉区 鳥登美
大阪市東住吉区 喫茶ぼん
大阪市東住吉区 とぅるばるや
大阪市東住吉区 和・伊 創作ダイニング「kourogi」
大阪市東住吉区 ゆかり
大阪市東住吉区 スナックリセール
大阪市東住吉区 磯ノ海
大阪市東住吉区 しばた
大阪市東住吉区 讃岐手打ちうどん釜ひろ
大阪市東住吉区 岡ちゃん
大阪市東住吉区 灯里
大阪市東住吉区 韓国・一品料理駿
大阪市東住吉区 桃谷台湾小籠包
大阪市東住吉区 カラオケダイニングお多幸
大阪市東住吉区 旬彩ダイニング はんなり
大阪市東住吉区 寿司繁
大阪市東住吉区 カラオケ喫茶純
大阪市東住吉区 ROCKERS
大阪市東住吉区 カフェライチ
大阪市東住吉区 とりんちゅ
大阪市東住吉区 れんげ草
大阪市東住吉区 ひらの兆治 桑津店
大阪市西成区 河庄
大阪市西成区 たちばな
大阪市西成区 サンルーム
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大阪市西成区 ほまれ
大阪市西成区 喫茶バロン
大阪市西成区 お寿司ダイニング ぼとむずあっぷ
大阪市西成区 喫茶ミチ
大阪市西成区 ちゃんぽん 盛
大阪市西成区 あげたて饂飩 つきろう
大阪市西成区 居酒屋 亜紀
大阪市西成区 大衆酒場丸紅
大阪市西成区 どや
大阪市西成区 クレープＳＡＬＡ
大阪市西成区 火の鳥花園本店
大阪市西成区 カラオケ居酒屋夢
大阪市西成区 酒家えの吉
大阪市西成区 ホルモン居酒屋山城
大阪市西成区 立ち呑み居酒屋 スタンド あら木
大阪市西成区 アジアン居酒屋ロータス
大阪市西成区 尺土
大阪市西成区 法善寺
大阪市西成区 幸福
大阪市西成区 カラオケ居酒屋ゆづる
大阪市西成区 よってって
大阪市西成区 居酒屋木木
大阪市西成区 船
大阪市西成区 カラオケ居酒屋さくら
大阪市西成区 華苑
大阪市西成区 たから亭
大阪市西成区 わらじや
大阪市西成区 べあ
大阪市西成区 味工房 玄
大阪市西成区 史夏
大阪市西成区 居酒屋おふくろ
大阪市西成区 小百合
大阪市西成区 わがまま
大阪市西成区 居酒屋 響
大阪市西成区 カラオケ居酒屋春
大阪市西成区 松虫
大阪市西成区 焼肉やまもと
大阪市西成区 らーめん工房麺作
大阪市西成区 もみじ
大阪市西成区 一歩
大阪市西成区 燕ちゃんラーメン
大阪市西成区 ちょい呑み酔所
大阪市西成区 山寿司
大阪市西成区 酒談
大阪市西成区 シルクロード
大阪市西成区 居酒屋奈々
大阪市西成区 都すし
大阪市西成区 ダイニングたから
大阪市西成区 居酒屋漁助岸里店
大阪市西成区 中国料理 姜
大阪市西成区 喫茶ゆたか
大阪市西成区 焼肉くいや
大阪市西成区 cozy
大阪市西成区 万味屋
大阪市西成区 BEER KITCHEN Suns
大阪市西成区 居酒屋 Yuri
大阪市西成区 秋桜
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大阪市西成区 オハナ
大阪市西成区 金星
大阪市西成区 カラオケ居酒屋夕凪
大阪市西成区 居酒屋しら雪
大阪市西成区 韓味家
大阪市西成区 鳥小屋たけやん
大阪市西成区 居酒屋純ちゃん
大阪市西成区 きっしゃん
大阪市西成区 スナック リバーサイド
大阪市西成区 カラオケサウンドスタイル
大阪市西成区 むらさき
大阪市西成区 703TEI
大阪市西成区 カラオケひまわり
大阪市西成区 NKタヒボJapan
大阪市西成区 錦
大阪市西成区 優華
大阪市西成区 有明食堂
大阪市西成区 カラオケダイニング百合
大阪市西成区 割烹 たけ仲
大阪市西成区 らん姉妹
大阪市西成区 カラオケファミリー
大阪市西成区 明洋軒 天下茶屋店
大阪市西成区 ＭＰＦＯＯＤＳ
大阪市西成区 レン
大阪市西成区 カラオケ居酒屋ぽてん
大阪市西成区 夜来香
大阪市西成区 絢ちゃん
大阪市西成区 ここ屋
大阪市西成区 カラオケ＆喫茶ふじ
大阪市西成区 居酒屋 NEW あいちゃん
大阪市西成区 ステーキ・鉄板居酒屋鍛冶屋
大阪市西成区 居酒屋 スタンドジョン
大阪市西成区 SNACKBAR天ちゃん
大阪市西成区 ラッキーガール
大阪市西成区 グッグデリバリーサービス
大阪市西成区 えいん
大阪市西成区 鉄板居酒屋わらい家
大阪市西成区 PLAZA IN NANIWA HOTEL食堂
大阪市西成区 インド料理レストランSURAJ 岸里店
大阪市西成区 Miyu Miyo
大阪市西成区 居酒屋ハート
大阪市西成区 力餅
大阪市西成区 ふたいろ
大阪市西成区 がちゃ
大阪市西成区 居酒屋カラオケ蛍
大阪市西成区 広島お好み焼き 鉄板焼き かじ多
大阪市西成区 素の壱
大阪市西成区 のみどころ 智
大阪市西成区 からし志寿司
大阪市西成区 一休
大阪市西成区 旬肴 走
大阪市西成区 BUKURO
大阪市西成区 華燕
大阪市淀川区 焼肉にしだ
大阪市淀川区 Ｍｅｒｒｙｍｏｍｏ
大阪市淀川区 スナックみつえ
大阪市淀川区 飲み屋さん Ｎana
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大阪市淀川区 吉鳥
大阪市淀川区 アミューズ イン ０ ＺＥＲＯ
大阪市淀川区 十三屋大光
大阪市淀川区 スワロウテイル
大阪市淀川区 CHANDANY
大阪市淀川区 ペコペコ
大阪市淀川区 BAR-BOA 十三店
大阪市淀川区 カラオケバー ボナセーラ
大阪市淀川区 山小屋
大阪市淀川区 神月
大阪市淀川区 お食事処ファミリー
大阪市淀川区 阿波座チキン
大阪市淀川区 カラオケルーツ
大阪市淀川区 富かつ
大阪市淀川区 大屋
大阪市淀川区 はるちゃん
大阪市淀川区 あーちゃん
大阪市淀川区 地鶏焼 にわ鶏
大阪市淀川区 RAINBOW
大阪市淀川区 焼きとんおはな
大阪市淀川区 うどん処いづも
大阪市淀川区 本格手打うどん ゆうすけ
大阪市淀川区 LUXE
大阪市淀川区 まいど！とよとよ
大阪市淀川区 スナックめい
大阪市淀川区 スナックなおみ
大阪市淀川区 焼肉萬福
大阪市淀川区 Indian Nepali Restaurant  SAFAL
大阪市淀川区 粉もん屋 とん平 東三国店
大阪市淀川区 旬菜料理おりがみ
大阪市淀川区 知里登里
大阪市淀川区 焼肉屋山精
大阪市淀川区 Bar Lounge F
大阪市淀川区 ラウンジ友
大阪市淀川区 じゅじゅ酒場
大阪市淀川区 エンジェル
大阪市淀川区 tasteVin
大阪市淀川区 中華料理香満楼
大阪市淀川区 串揚げ くしちゅう
大阪市淀川区 おばんざいBarともトコ
大阪市淀川区 拝啓、炭の上から
大阪市淀川区 五條家
大阪市淀川区 BarLounge WaKa
大阪市淀川区 旬菜料理雲母
大阪市淀川区 居酒屋蔵
大阪市淀川区 居酒屋ふぉーく
大阪市淀川区 居酒屋赤とんぼ
大阪市淀川区 Bar Copain
大阪市淀川区 ミュージックスナックピコピコノルド
大阪市淀川区 宮崎辛麺屋 辛福
大阪市淀川区 熟成うどんなかや
大阪市淀川区 あくび
大阪市淀川区 Ros`e
大阪市淀川区 Dining bar 黒ひげ
大阪市淀川区 お食事処祭り茶屋
大阪市淀川区 葉隠
大阪市淀川区 ＭＡＭＢＯ
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大阪市淀川区 鉄板居酒屋 鉄正
大阪市淀川区 麺屋夢限
大阪市淀川区 カレー食堂 ペルル
大阪市淀川区 中華料理赤坂
大阪市淀川区 一房屋
大阪市淀川区 小鍋や拓
大阪市淀川区 喫茶 赤トンボ
大阪市淀川区 中華料理頂香
大阪市淀川区 酒房 愛ちゃん
大阪市淀川区 酒芸庵 安
大阪市淀川区 紋
大阪市淀川区 中華食堂彩飯
大阪市淀川区 Lala
大阪市淀川区 すず屋
大阪市淀川区 ムマインビテーション新大阪
大阪市淀川区 炭焼酒場 gaku
大阪市淀川区 インド料理ミラマハル加島店
大阪市淀川区 エバーフリー愛
大阪市淀川区 喫茶幸
大阪市淀川区 創作居酒屋zicchann
大阪市淀川区 ラウンジ スマイル
大阪市淀川区 カラオケ&沖縄キッチン琉美豚
大阪市淀川区 居酒屋たけうま
大阪市淀川区 snack33
大阪市淀川区 なかむら家
大阪市淀川区 members aico
大阪市淀川区 THE MOON
大阪市淀川区 チャイニーズレストラン 龍
大阪市淀川区 お好み焼き キューピット
大阪市淀川区 不思木の国
大阪市淀川区 焼肉十三風月
大阪市淀川区 旬処 貴久治
大阪市淀川区 Ｃｏｌｏｒｅｒクロレ
大阪市淀川区 こうらく
大阪市淀川区 ちょっとbar龍次
大阪市淀川区 鳥みつ
大阪市淀川区 世界が麺と○○で満ちる時
大阪市淀川区 Ｊam
大阪市淀川区 そのひぐらし
大阪市淀川区 ミファレ
大阪市淀川区 手打ち蕎麦むらおか
大阪市淀川区 和彩工房料理ほのか
大阪市淀川区 桜花
大阪市淀川区 居酒屋大漁
大阪市淀川区 喫茶 くるみ
大阪市淀川区 絆
大阪市淀川区 鶏バールRoots
大阪市淀川区 五郎八
大阪市淀川区 STYLE
大阪市淀川区 麵屋一ノ助
大阪市淀川区 カラオケライブBarKOTO
大阪市淀川区 千寿
大阪市淀川区 タコたこ
大阪市淀川区 Cafe&Bar Lounge Koiki
大阪市淀川区 インフィニティー
大阪市淀川区 焼肉 山咲亭
大阪市淀川区 永麗
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大阪市淀川区 bar cachette
大阪市淀川区 情熱うどん讃州 新大阪店
大阪市淀川区 なまらぴりか
大阪市淀川区 BunnyGarden
大阪市淀川区 Bar Ann
大阪市淀川区 餃子のニシヤ
大阪市淀川区 忠寿し
大阪市淀川区 酔ってや
大阪市淀川区 FAT MOTHER
大阪市淀川区 家庭料理あらら
大阪市淀川区 ノア
大阪市淀川区 そば処松風
大阪市淀川区 媛今治焼鳥の旅
大阪市淀川区 居酒屋かんかん
大阪市淀川区 カラオケ居酒屋さくら
大阪市淀川区 メンバーズクラブ ルージュ
大阪市淀川区 若草
大阪市淀川区 Two Chefs
大阪市淀川区 Neechin
大阪市淀川区 カレーダイニングCooo
大阪市淀川区 barAmu
大阪市淀川区 B.west
大阪市淀川区 お好み焼き いづつ
大阪市淀川区 桐麺
大阪市淀川区 焼きとん にっしゃん
大阪市淀川区 snack Mai
大阪市淀川区 唐津ん のぼせもん 加島店
大阪市淀川区 らぁめんじん
大阪市淀川区 とりや、圓
大阪市淀川区 遊仙
大阪市淀川区 五番館
大阪市淀川区 木森食堂
大阪市淀川区 串揚げGeaSeek
大阪市淀川区 ぢどり亭塚本店
大阪市淀川区 和くら
大阪市淀川区 ＩｔａＲｕ
大阪市淀川区 Twilight（トワイライト）
大阪市淀川区 家庭料理居酒家さらさ
大阪市淀川区 カルカロドン・カルカリィス  
大阪市淀川区 スリーエイト ８８８
大阪市淀川区 中華料理店 随縁
大阪市淀川区 BAR COSI COSI
大阪市淀川区 Lounge fairy
大阪市淀川区 たちのみくりた
大阪市淀川区 じゅじゅ庵西中島店
大阪市淀川区 もぐら
大阪市淀川区 居酒屋 はな花
大阪市淀川区 遊食喜多村
大阪市淀川区 ラウンジ割烹なか
大阪市淀川区 イタリアンバルストーリア
大阪市淀川区 中華そばと札幌ぶた丼慎芯庵
大阪市淀川区 光南
大阪市淀川区 洋食カーネリアン
大阪市淀川区 Joy
大阪市淀川区 ラウンジ ＤＯＮＫＵ２
大阪市淀川区 炭火焼ダイニング LONG HORN
大阪市淀川区 旬肴季菜心から
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大阪市淀川区 生ラムじんのすけ
大阪市淀川区 韓国石鍋創作居酒屋川田流新大阪
大阪市淀川区 ユーズバー
大阪市淀川区 ロイヤルタジ
大阪市淀川区 Pasta Bar Cetara
大阪市淀川区 自家焙煎CAFE&starry sky CALM
大阪市淀川区 裕
大阪市淀川区 炭火焼肉 ホルモン うし政
大阪市淀川区 笑 居酒屋カラオケ
大阪市淀川区 たこ焼き道場本家学
大阪市鶴見区 まごころ料理とお酒 轍
大阪市鶴見区 居酒屋 和ちゃん
大阪市鶴見区 ミン民
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 味道園
大阪市鶴見区 鳳鳴春
大阪市鶴見区 プチ ふじ本
大阪市鶴見区 居酒屋ロコ
大阪市鶴見区 ギフトスイーツ
大阪市鶴見区 麺処にしむら
大阪市鶴見区 居酒屋善
大阪市鶴見区 潮のかほり
大阪市鶴見区 野菜と鶏料理のお店 たまり場y's
大阪市鶴見区 大阪王将鶴見店
大阪市鶴見区 海鮮居酒屋うお盛
大阪市鶴見区 カラオケさくら
大阪市鶴見区 Albero
大阪市鶴見区 竹家
大阪市鶴見区 そば屋忠兵衛
大阪市鶴見区 肉の和 鶴見店
大阪市鶴見区 銀寿司
大阪市鶴見区 モンキーキッチン横堤
大阪市住之江区 お好み焼 よつ葉
大阪市住之江区 慶
大阪市住之江区 カラオケたまご
大阪市住之江区 キッチンペコ
大阪市住之江区 焼鳥酒家鳥弘
大阪市住之江区 Fam
大阪市住之江区 おらんく
大阪市住之江区 喫茶 富里
大阪市住之江区 寿司ダイニングＳａｂｕ
大阪市住之江区 2525niconico
大阪市住之江区 山脇酒店 平林分店 中野酒店
大阪市住之江区 そば処あさひ
大阪市住之江区 SPIN
大阪市住之江区 ことじろう
大阪市住之江区 串や燻
大阪市住之江区 燕ちゃんラーメン
大阪市住之江区 幸の鳥
大阪市住之江区 ドラム缶酒場えぇかげん
大阪市住之江区 かんべの部屋
大阪市住之江区 手羽先チャンピオン
大阪市住之江区 立呑ダイニングおうち
大阪市住之江区 かっぱ
大阪市住之江区 豚珍巻
大阪市住之江区 一福
大阪市住之江区 焼肉 萬帆亭
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大阪市住之江区 SHINE
大阪市住之江区 こうき屋
大阪市住之江区 お好み焼鉄板焼き太郎
大阪市住之江区 肉バル三笠
大阪市住之江区 kitchen & cafe O.ba
大阪市住之江区 阿波の風すだち
大阪市住之江区 ゴールド
大阪市住之江区 ニューペア
大阪市住之江区 スナックアルファ
大阪市住之江区 からおけや ＳＭＩＬＥ
大阪市住之江区 カラオケ 夢いっぱい
大阪市住之江区 仏蘭西料理店 掌
大阪市住之江区 和風居酒屋KAZU（一）
大阪市住之江区 養老乃瀧玉出店
大阪市住之江区 Lapin
大阪市住之江区 Natural cafe&bar mofu mofu
大阪市住之江区 中華料理昌園
大阪市住之江区 ふるさと平林店
大阪市住之江区 眞夢Mayu
大阪市住之江区 カラオケスタジオアン
大阪市住之江区 縁
大阪市住之江区 ひと味
大阪市住之江区 焼肉・鍋ちんぐ
大阪市住之江区 スナックsoiree
大阪市住之江区 炭火焼鳥とと
大阪市住之江区 旬家三山
大阪市住之江区 酒菜屋
大阪市住之江区 スナック愛
大阪市住之江区 ファミリーカラオケ サンライトエコー
大阪市住之江区 BAR M
大阪市住之江区 やきとり とり芳
大阪市住之江区 廣嶋家
大阪市住之江区 楠の木
大阪市住之江区 亀仙人
大阪市住之江区 創作ダイニングりとむ
大阪市住之江区 立呑み処だるま
大阪市平野区 縄友寿司
大阪市平野区 千曲 西脇店
大阪市平野区 綿安酒店
大阪市平野区 居酒屋味錦
大阪市平野区 サウンドバーボイス
大阪市平野区 焼肉 広盛園
大阪市平野区 grace
大阪市平野区 福
大阪市平野区 ひろたや
大阪市平野区 まんだら家 平野店
大阪市平野区 とおせんぼ
大阪市平野区 よろしく
大阪市平野区 三茶
大阪市平野区 季節料理和み
大阪市平野区 肉匠斎野
大阪市平野区 にぎやかDining雄
大阪市平野区 すし猿
大阪市平野区 桐本酒店
大阪市平野区 愛秋マーラータン
大阪市平野区 焼肉謙信
大阪市平野区 ＢＢＸ（ビービークロス）
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大阪市平野区 居酒屋歩成り
大阪市平野区 snack Chiii
大阪市平野区 肉汁餃子・もつ鍋専門店 知どり
大阪市平野区 たのし家
大阪市平野区 新集来
大阪市平野区 三代目寿司居酒屋 戎水産
大阪市平野区 喫茶スナックルイ
大阪市平野区 酒菜 和寿
大阪市平野区 カラオケ えくぼ
大阪市平野区 焼肉 錦
大阪市平野区 バーアイラ
大阪市平野区 串カツ ごん吉
大阪市平野区 居酒屋 羅王
大阪市平野区 福寿司
大阪市平野区 ぷっちんぷりん
大阪市平野区 Waphiyapi
大阪市平野区 串のや
大阪市平野区 まいん
大阪市平野区 ラーメン藤吉平野店
大阪市平野区 MT EVEREST
大阪市平野区 ワンウェイ
大阪市平野区 バリハイ
大阪市平野区 鳥すけ
大阪市平野区 炉端焼駄駄っ子
大阪市平野区 中華料理 旺記
大阪市平野区 銀ちゃん
大阪市平野区 大阪やきそば亭
大阪市平野区 利白
大阪市平野区 桃乃彩
大阪市平野区 やすべぇ
大阪市平野区 萩の家
大阪市平野区 焼肉ホルモンたっとん亭平野店
大阪市平野区 kitchen メルチ
大阪市平野区 味福
大阪市平野区 鶏将
大阪市平野区 やきとりhanzo
大阪市平野区 食べ処呑み処えん
大阪市平野区 ひらの
大阪市平野区 酒房 京
大阪市平野区 京
大阪市平野区 ウィッチ
大阪市平野区 ホルモン焼 はまやん
大阪市平野区 勝栄鮓
大阪市平野区 創作キッチン戎
大阪市平野区 炉中兼 鳥舞台
大阪市平野区 お好み焼き まごころ
大阪市平野区 居魚や
大阪市平野区 食彩美takano工房
大阪市平野区 九十九亭
大阪市平野区 定食居酒屋うえだ
大阪市平野区 太白
大阪市平野区 焼鳥 真鶏
大阪市平野区 韓美
大阪市平野区 あゆ
大阪市平野区 びすとろ ひげじい
大阪市平野区 金時寿し
大阪市平野区 酔所
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大阪市平野区 塩屋
大阪市平野区 お好み焼きにらめっこ
大阪市平野区 鉄板居酒屋TAROJIRO
大阪市平野区 呑み食い処 要
大阪市平野区 酔処 志
大阪市平野区 まんまり
大阪市平野区 とみ家
大阪市平野区 イザカヤダイニングガンチャン
大阪市平野区 芝剛
大阪市平野区 dining  bar zeal
大阪市平野区 スナックジュン
大阪市北区 くるる食堂
大阪市北区 海鮮×肉×鉄板バル okiumiya
大阪市北区 SUGU
大阪市北区 オイゴニラボ
大阪市北区 ピナクル
大阪市北区 ポワロ
大阪市北区 北新地ぎょうざ家
大阪市北区 ランゴロ
大阪市北区 Cafe&bar warm
大阪市北区 ＣｏＣｏ
大阪市北区 北新地 なか尾
大阪市北区 信州そば中崎店
大阪市北区 中華ダイニング ザイロン
大阪市北区 Home bar chocolat
大阪市北区 聖良I
大阪市北区 noise shower
大阪市北区 BAR SHEENA
大阪市北区 ラクレール
大阪市北区 無膳福助
大阪市北区 中国料理 天祥
大阪市北区 salvis
大阪市北区 中華そば花京天六店
大阪市北区 大衆伊酒屋ニューブドウヤ天満本店
大阪市北区 すしつむぎ
大阪市北区 ZEN
大阪市北区 5FUN
大阪市北区 crescent
大阪市北区 民芸料理串庵
大阪市北区 西洋料理 いまとむかし
大阪市北区 とし
大阪市北区 BAR STRAIGHT
大阪市北区 定園
大阪市北区 141
大阪市北区 Palms
大阪市北区 Bar E ・ L 
大阪市北区 Bar-Lay Cafe Milu
大阪市北区 THE  AURIENTAL
大阪市北区 肉処たまい
大阪市北区 居酒屋うろ
大阪市北区 鶏屋Jizo
大阪市北区 Bar Ailes
大阪市北区 お好み焼ねぎ焼 五菜
大阪市北区 cafe太陽ノ塔 本店
大阪市北区 老松割烹あ・うん
大阪市北区 堂島 味彩家
大阪市北区 Prima
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大阪市北区 CURRY SHOP MORIKYU 
大阪市北区 ヴィンテージイン
大阪市北区 SOUTHERN PEAS
大阪市北区 北新地Nene
大阪市北区 Ｃｉｒｑｕｅ ｄｕ ＨＡＴ
大阪市北区 ScuBar
大阪市北区 サントロペ
大阪市北区 スウィート
大阪市北区 和食 楽心庵
大阪市北区 BA-RU ONE
大阪市北区 BAR PREMIER
大阪市北区 さぁるーむ
大阪市北区 BAR Perch
大阪市北区 Barパノラマ島
大阪市北区 音凪
大阪市北区 ウェイ ウェイ
大阪市北区 酒菜竹井
大阪市北区 立呑処 たもん
大阪市北区 一葉
大阪市北区 JOBARA 
大阪市北区 鮨と肴はやみ
大阪市北区 善道
大阪市北区 カラオケBar Tomo
大阪市北区 TAB
大阪市北区 神戸マッスルホルモン 天満店
大阪市北区 ラウンジFunny
大阪市北区 らーめん Ciel
大阪市北区 大葉屋
大阪市北区 とり徹
大阪市北区 U's inn
大阪市北区 グロリエット
大阪市北区 Tenjinbashi Sankaku
大阪市北区 ShotBar S-Heart
大阪市北区 lux bar freesia
大阪市北区 天真爛漫PAGODA
大阪市北区 レオメンバーズ
大阪市北区 葛宝 GEBAO
大阪市北区 桜屋
大阪市北区 Mother Womb
大阪市北区 BISTROQUET YAMANE
大阪市北区 Ｔｈｅ酒庫
大阪市北区 地鶏網焼きshu
大阪市北区 酒と肴にこ
大阪市北区 響珈琲
大阪市北区 北新地MuDAN
大阪市北区 お好み焼きてんぐ西梅田店
大阪市北区 居酒屋マルタ
大阪市北区 あじ平曽根崎
大阪市北区 鴨ふじ
大阪市北区 8C
大阪市北区 オリエンタルスプーン西天満店
大阪市北区 高乃屋
大阪市北区 BAR Hardi Orge
大阪市北区 勇気楼
大阪市北区 ひでちゃんと
大阪市北区 かず
大阪市北区 FISH
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大阪市北区 条
大阪市北区 BAR FROLIC
大阪市北区 ゆうか
大阪市北区 KOMO
大阪市北区 たんぽぽ
大阪市北区 憩酒屋まぁる
大阪市北区 choito
大阪市北区 la vie
大阪市北区 fouatons
大阪市北区 ミルキーウェイ
大阪市北区 心愛
大阪市北区 黒
大阪市北区 オーレベアーテ 
大阪市北区 ＢＡＲ ＭＡＮＡ
大阪市北区 煌めく
大阪市北区 天神吞人
大阪市北区 やまがそば
大阪市北区 味粋 千なり
大阪市北区 とき
大阪市北区 天麩羅いづも
大阪市北区 ＨＩＧＨＪＡＣＫ
大阪市北区 ムーラン・ド・ロンシャン
大阪市北区 yamatobi
大阪市北区 はま栄
大阪市北区 おかんの台所
大阪市北区 luce
大阪市北区 お酒とおばんざいすいか
大阪市北区 和食コーヒーよしむら
大阪市北区 雅
大阪市北区 人雫
大阪市北区 聚香園
大阪市北区 うずる 渦流
大阪市北区 セイム
大阪市北区 クラウドナイン
大阪市北区 アクティⅡ
大阪市北区 spacering cafe dining
大阪市北区 パローレ
大阪市北区 L-cube
大阪市北区 居酒屋ファースト
大阪市北区 和皆屋
大阪市北区 HOME
大阪市北区 田舎料理たま葱
大阪市北区 VIOLA
大阪市北区 ＬＩＭＯＮＡＤＡ Ｅｓｐｒｅｓｓｏ＆Ｂａｒ
大阪市北区 DUCKS!OSAKA
大阪市北区 パンテール
大阪市北区 寿司処かい原
大阪市北区 あん
大阪市北区 なかみせ
大阪市北区 旬菜酒楽 こざくら
大阪市北区 RELAX
大阪市北区 有泉
大阪市北区 凸デコ
大阪市北区 ミートボール食堂oluolu
大阪市北区 串忘
大阪市北区 カラクリLab.
大阪市北区 DELI CHICA (デリチカ)

38 / 105 ページ



市町村名 施設名称

※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３年１２月２２日公表分）

大阪市北区 ｃｏｔｔｏｎ
大阪市北区 メンバーズYasuyo
大阪市北区 セルベセリア ハンジョウ
大阪市北区 活地鶏料理ひないや
大阪市北区 鉄板居酒屋介JIRO
大阪市北区 ベティママ
大阪市北区 天満ひろや
大阪市北区 割烹むつごろう
大阪市北区 篠原
大阪市北区 お好み焼き鉄板さくら
大阪市北区 新三浦大阪
大阪市北区 BAR荻窪
大阪市北区 焼鳥にのや
大阪市北区 中華料理遥華3ビル店
大阪市北区 紅谷
大阪市北区 鮨と肴 蔵
大阪市北区 bar moonwalk 梅田東通り店
大阪市北区 囲炉裏バーKP
大阪市北区 真
大阪市北区 Alto Tritone
大阪市北区 イケメン倶楽部MixBarHERCULES
大阪市北区 PASHA
大阪市北区 まつうら
大阪市北区 お好み焼駒
大阪市北区 Vermeer
大阪市北区 創作お好み焼きオセロ
大阪市北区 ITALLICA
大阪市北区 天神橋筋四丁目ファッケージ
大阪市北区 鉄板diningだんぼ
大阪市北区 ｂａｒ ＣＯＯＬ
大阪市北区 BarBlossom
大阪市北区 花兎
大阪市北区 夕琴
大阪市北区 クレイン
大阪市北区 Cafe & Bar AQUA
大阪市北区 XYZ
大阪市北区 メンバーズサロンうえむら
大阪市北区 鉄板料理 堂島
大阪市北区 雨音
大阪市北区 diningbar couzen
大阪市北区 Bar Trotro
大阪市北区 SHOTBARREGULUS
大阪市北区 榮寿司
大阪市北区 T.K.B
大阪市北区 絶対餃子
大阪市北区 T&T
大阪市北区 まどか
大阪市北区 寿司処えにし
大阪市北区 居酒屋割烹ほたる
大阪市北区 jamjam
大阪市北区 シレーヌ
大阪市北区 うまい魚と炭火焼き 泰三屋
大阪市北区 Bar石原
大阪市北区 Bardis
大阪市北区 SHOT BAR Ｔｉｄｅ
大阪市北区 相生楼
大阪市北区 カレーハウスT＆A 南森町店
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大阪市北区 厨まんげつ
大阪市北区 ステーキつじ
大阪市北区 ダイニング ＢＡＲ ＴＲＥＡＳＵＲＥ
大阪市北区 大和屋
大阪市北区 季節料理いわ伊
大阪市北区 サロンド谷
大阪市北区 大阪松下
大阪市北区 DartsBar TOPROCK
大阪市北区 BAR JUGEMU
大阪市北区 徳田酒店 第３ビルB2店
大阪市北区 北新地らるじゅ
大阪市北区 金彩
大阪市北区 ｍｉｙａｖｉ
大阪市北区 れんがや
大阪市北区 季節料理 川上
大阪市北区 Bar Capricorn 
大阪市北区 中華料理上海厨房
大阪市北区 みわ屋
大阪市北区 ＩＩＴＯＭＯ ＴＡＣＨＩ ＴＯ まどかっちぃ
大阪市北区 居酒屋  浜村
大阪市北区 MONKEYDO
大阪市北区 ナイトイン女女
大阪市北区 LOL
大阪市北区 おもちゃ箱
大阪市北区 キッチンpemaru
大阪市北区 ア・クール
大阪市北区 カフェ シェルブルー
大阪市北区 寿司かず
大阪市北区 REHN
大阪市北区 パール
大阪市北区 たこ焼き たこちゃん
大阪市北区 美貴
大阪市北区 Steady
大阪市北区 Lounge Chirp
大阪市北区 io's bar 25
大阪市北区 酒呑み屋 かどっこ
大阪市北区 同心二丁目ワイン食堂
大阪市北区 Anges Anges シャンパン通り
大阪市北区 サロンド.アムール
大阪市北区 水谷屋総本家
大阪市北区 日本酒とウイスキー こばち
大阪市北区 バー リリー
大阪市北区 ItalianStyle110ALFonte
大阪市北区 自由気MaMa
大阪市北区 鳥ふく
大阪市北区 弄堂生煎饅頭 南森町本店
大阪市北区 リエゾンプリュス
大阪市北区 FRANK THE BAR
大阪市北区 レイル
大阪市北区 餃子酒場餃、
大阪市北区 千石屋
大阪市北区 Tea House茶摩
大阪市北区 Z
大阪市北区 酒蔵鍋
大阪市北区 海風
大阪市北区 小施哥哥
大阪市北区 osoko
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大阪市北区 蔵DEUX
大阪市北区 Alone Cafe&Bar 運
大阪市北区 Ramo
大阪市北区 天ぷらとワイン加治木
大阪市北区 ダイニングバーＤＡＮＫ
大阪市北区 大阪タコス
大阪市北区 やきとりまたたび
大阪市北区 J.エポック
大阪市北区 IWAKI
大阪市北区 パキスタン料理 堂島ムガル（ドージマムガル）
大阪市北区 居酒屋照
大阪市北区 選れ寄れ酒場
大阪市北区 初代
大阪市北区 まつだ
大阪市北区 磯寿司 北新地店
大阪市北区 member's snack for k
大阪市北区 串安亭
大阪市北区 岩手志賀
大阪市北区 和酒BARま
大阪市北区 ponimoi
大阪市北区 Ａｒｉａ
大阪市北区 ーTARUー
大阪市北区 御料理仕出し美乃家
大阪市北区 スイトピィ
大阪市北区 ＢＡＮＡＮＡＹＡ
大阪市北区 花
大阪市北区 キタのみかん
大阪市北区 スイーツカフェ&バー フィナンシェ
大阪市北区 Bar SECOND FILL
大阪市北区 ぺぺラーメン
大阪市北区 ミュージックインま都お
大阪市北区 串屋唐
大阪市北区 Bar曽根崎心空
大阪市北区 寿し処英
大阪市北区 地鶏専門店まるゑ天神橋３丁目店
大阪市北区 Bar Hope
大阪市北区 sexba
大阪市北区 寿し花ざくら
大阪市北区 Oasi
大阪市北区 AZAS
大阪市北区 メンバーズこはる
大阪市北区 とり焼き  さじ
大阪市北区 ラウンジいづみ
大阪市北区 がばちょ
大阪市北区 寿司居酒屋ひろ
大阪市北区 艮太郎
大阪市北区 炭火イタリアンCARBO
大阪市北区 ラウンジ 有加
大阪市北区 Bar MaLLow
大阪市北区 カフェあばんて
大阪市北区 BAR PARKMORE
大阪市北区 JKC
大阪市北区 スパイスバル カレーパニック
大阪市北区 Paradis & Lunch
大阪市北区 THEBANZAI
大阪市北区 BARカサブランカ
大阪市北区 BAR本ごう
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大阪市北区 漢気 otokogi
大阪市北区 そば切り 荒凡夫
大阪市北区 タイガー'sBar
大阪市北区 kei-ya
大阪市北区 BEAR plus
大阪市北区 せった
大阪市北区 NEO大坂
大阪市北区 カラオケステージ
大阪市北区 ひら井
大阪市北区 ラサ
大阪市北区 バンケットハウス
大阪市北区 もっこすｐｒｉｍｏ
大阪市北区 ベジタブルキッチンonion
大阪市北区 salon.de なな子
大阪市北区 HANETO
大阪市北区 日本料理孝
大阪市北区 あわ葡萄
大阪市北区 佳酒佳菜花はな
大阪市北区 BARルーツ
大阪市北区 もりやま屋
大阪市北区 山寺和尚のお店 古髙
大阪市北区 かがやきキッチン
大阪市北区 LE THEATRE
大阪市北区 Bar Moment
大阪市北区 Strawberry Time
大阪市北区 ガンジーカレー
大阪市北区 BAR波波
大阪市北区 Bar Canon
大阪市北区 girl's bar すくーるらいふ
大阪市北区 standbarChiaki
大阪市北区 心水
大阪市北区 路地裏イタリアンミモザ
大阪市北区 中国菜香味
大阪市北区 ほたる
大阪市北区 スナック夢
大阪市北区 ClubJoy
大阪市北区 魚と日本のお酒 むく
大阪市北区 前田
大阪市北区 焼肉 万福
大阪市北区 bar樹江
大阪市北区 蘭
大阪市北区 おでんと肴 さかもと
大阪市北区 わいんばるMandou
大阪市北区 ナカザキカフェ
大阪市北区 寿し処 和
大阪市北区 MeiZSTORE
大阪市北区 Members Bar 石本
大阪市北区 38
大阪市北区 Caffe CORNiCE
大阪市北区 AllBlue
大阪市北区 自由亭
大阪市北区 一天
大阪市北区 リーガルバー
大阪市北区 PIZZERIA L.F.C
大阪市北区 エンジェル
大阪市北区 BAR大阪喫茶部
大阪市北区 バー黒猫
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大阪市北区 Ｍｅｕｒｓａｕｌｔ ２ｎｄ Ｃｌｕｂ
大阪市北区 ＭＥＧＡＢＹＴＥ
大阪市北区 masayume tomi
大阪市北区 Nooopy
大阪市北区 槙の
大阪市北区 かよい
大阪市北区 EXPLOSION
大阪市北区 akariss
大阪市北区 梅新
大阪市北区 Tk-bar
大阪市北区 よし家
大阪市北区 BAR REHAB
大阪市北区 蛮々
大阪市北区 Bar La cour
大阪市北区 鳥取酒場
大阪市北区 Bacchus
大阪市北区 炭焼きＢＩＳＴＲＯ Ｏ
大阪市北区 芳乃
大阪市北区 粋魚むらばやし
大阪市北区 猫と卵
大阪市北区 Take-RHY(テイクリー)
大阪市北区 季節料理 選
大阪市北区 Ａｄｏｒｅ
大阪市北区 酒館ブラ
大阪市北区 黒毛和牛肉匠 本邸
大阪市北区 suns
大阪市北区 Double.Y
大阪市北区 カラオケ喫茶心
大阪市北区 男ワインTACTICS
大阪市北区 炭火焼鳥がんばりや
大阪市北区 こてっぱん
大阪市北区 member'sMANBOU
大阪市北区 アイロニック
大阪市北区 上海
大阪市北区 メンバーズサロン大小路
大阪市北区 春
大阪市北区 クルラホン
大阪市北区 lady soul
大阪市北区 菖蒲
大阪市北区 シンシャ
大阪市北区 大和路
大阪市北区 BAR S
大阪市北区 SHOTBAR Tide
大阪市北区 食事処あらかると
大阪市北区 北新地六根
大阪市北区 たかはた東店
大阪市北区 SHOTBARTRIBE
大阪市北区 Bar Charlie キタ館
大阪市北区 カラオケ喫茶 ピッコロ
大阪市北区 旬菜居酒屋 美尋
大阪市北区 ステーキハウス野田
大阪市北区 たらふく北新地総本店
大阪市北区 串焼きと酒かすおでん三炭
大阪市北区 unomundo
大阪市北区 Glam
大阪市北区 和洋酒 mii
大阪市北区 with
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大阪市北区 Genty
大阪市北区 食lab
大阪市北区 BAR道成
大阪市北区 BAR LITTLE STAR
大阪市北区 Bar SPORTS運慶
大阪市北区 旬彩うち田
大阪市北区 ミナミカワ
大阪市北区 フェルナンドキッチン
大阪市北区 ROCCO
大阪市北区 グリル光陽
大阪市北区 居酒屋 末広
大阪市北区 Rosticceria da Babbo
大阪市北区 Ristorante 迫
大阪市北区 Bar Augusta バー オーガスタ
大阪市北区 Trinity
大阪市北区 家庭料理みよちゃん
大阪市北区 咲花草
大阪市北区 たかはし Takahashi
大阪市北区 賢人ーかしこびとー
大阪市北区 栄楽鮓
大阪市北区 Seed  bar
大阪市北区 Bar N
大阪市北区 堂島グラッチェ南森町店
大阪市北区 レスト
大阪市北区 北新地 はな柳
大阪市北区 バーターロギーソナ
大阪市北区 Pane e Vino
大阪市北区 chiaki
大阪市北区 デリカ バー・ユウ
大阪市北区 お食事処きしがみ
大阪市北区 焼肉 ニクテンマ
大阪市北区 KATZE
大阪市北区 Ｂｉｓｏｕ（ヴィス）
大阪市北区 ＷＡＫＩＮＯ
大阪市北区 酒蔵九州
大阪市北区 アメリカンバー１９６９
大阪市北区 お昼の日替り定食あき
大阪市北区 鮮天ぷら柴田
大阪市北区 popeye (ポパイ)
大阪市北区 スナック１９６９
大阪市北区 北新地 居酒屋 宿
大阪市北区 night spot jolly
大阪市北区 メンバーズシャン
大阪市北区 カラオケ喫茶ブルブル
大阪市北区 揚子江ラーメン林記 お初天神店
大阪市北区 桜さく
大阪市北区 ハリんち
大阪市北区 天ぷら こまつ
大阪市北区 コスモス
大阪市北区 炭火焼 豚や
大阪市北区 BAR HARBOUR INN
大阪市北区 Member's本田（メンバーズ本田）
大阪市北区 Racine
大阪市北区 今井きしょう
大阪市北区 おでん 八重福
大阪市北区 笑ＷＡＲＡ
大阪市北区 観光ビル 大東洋
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大阪市北区 Hanahana
大阪市北区 Beer bar tutto fare
大阪市北区 中菜バル堂島
大阪市北区 さち音
大阪市北区 焼肉 五六八
大阪市北区 中華 たけ亭
大阪市北区 Karaoke Bar  Solo Solo
大阪市北区 挽肉家
大阪市北区 立呑み処時代屋
大阪市北区 LUIルーイ
大阪市北区 おばんざい しば田
大阪市北区 nozomeal
大阪市北区 Bar Rosebank
大阪市北区 WA鶏BAR天満店
大阪市北区 北新地うどん薮や
大阪市北区 ロマン
大阪市北区 天神橋サンボア
大阪市北区 花門
大阪市北区 Bistro La ratatouille
大阪市北区 ONE POINT
大阪市北区 シャーロックホームズ
大阪市北区 Shaka shaka
大阪市北区 ポテトキッド
大阪市北区 KOKORO
大阪市北区 Dear マール
大阪市北区 story
大阪市北区 居酒屋圭一
大阪市北区 寿し長 栄
大阪市北区 味門
大阪市北区 マーキュリー
大阪市北区 おおぼけこぼけ
大阪市北区 Bar Islet
大阪市北区 株式会社プルニエ 新梅田食道街 プルニエ ショットバー
大阪市北区 おごっちsou
大阪市北区 CASA HOMS
大阪市北区 ういすたりあ
大阪市北区 BAR OKITA
大阪市北区 ラ･シェール
大阪市北区 東天満でん中崎町店
大阪市北区 ゑしぇ蔵
大阪市北区 MOMO Shot Bar
大阪市北区 花水木
大阪市北区 揚子江ラーメン林記 兎我野店
大阪市北区 BAR Simbar
大阪市北区 craftbeer&whiskyハッチオ
大阪市北区 三樹
大阪市北区 ぐぅー
大阪市北区 野歌
大阪市北区 炭火焼鳥壱庵
大阪市北区 ひめ
大阪市北区 楠木フサエ
大阪市北区 スナック いっちゃんの店
大阪市北区 tenma街の灯り
大阪市北区 旬の蔵 輔
大阪市北区 スナックマイウエイ
大阪市北区 OPEN SESAME!
大阪市北区 カレーペペ
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大阪市北区 BARオマツ
大阪市北区 白兎
大阪市北区 道頓堀あかい北店
大阪市北区 親方 堂島アバンザ店
大阪市北区 Lounge孝子
大阪市北区 セレネ
大阪市北区 善三郎BAR
大阪市北区 ちょっとながやま
大阪市北区 樹
大阪市北区 mine
大阪市北区 mimizuku easy bar
大阪市北区 シンザンII
大阪市北区 Bar memphis 
大阪市北区 おふくろ貝介
大阪市北区 Ｃｏｌｏｒｓ
大阪市北区 晩酌家angklung
大阪市北区 めぐりめし恵
大阪市北区 福島上等カレー扇町通店
大阪市北区 北新地さらさ
大阪市北区 Ｌａ．キャトルセゾン
大阪市北区 TORIMO
大阪市北区 マジックバーミストフェリーズ
大阪市北区 ハンバーグ専門店Hassaku
大阪市北区 88
大阪市北区 天満寅蔵
大阪市北区 らーめん 五劫のすりきれ
大阪市北区 彩鶏どり
大阪市北区 ふらみんご
大阪市北区 居酒屋でん
大阪市北区 ふくふく
大阪市北区 立ち飲み処 はんなり
大阪市北区 寅馬
大阪市北区 恵美
大阪市北区 お好み焼きはた坊
大阪市北区 Bar Ms.
大阪市北区 さくら北夙川
大阪市北区 LOCHNORTH
大阪市北区 ACE
大阪市北区 味楽園
大阪市北区 鶏匠 暁
大阪市北区 Caupona
大阪市北区 cafebar 月兎
大阪市北区 ステーキハウス トライ 大阪駅前第1ビル店
大阪市北区 cafe&bar華美
大阪市北区 サロンド舞
大阪市北区 サクランバーアンク
大阪市北区 Member's STONE
大阪市北区 フルール
大阪市北区 ぱっくす
大阪市北区 喫茶リラックス
大阪市北区 源氏の夢
大阪市北区 ヘルメス
大阪市北区 オステリア ミラ
大阪市北区 天ぷら割烹 昌
大阪市北区 稀凡
大阪市北区 OTTANTOTTO 
大阪市北区 鶏魂鳥福２号店
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大阪市北区 BeBe倶楽部
大阪市北区 Shot Bar Gee
大阪市北区 鶏魂 鶏魂鳥福３号店アンド別館 金鬼カケル鶏魂
大阪市北区 BarBlueBird
大阪市北区 石見
大阪市北区 ＣＡＰＳＵＬＥ
大阪市北区 美濃
大阪市北区 スナックまろうど
大阪市北区 y etvin,sourire
大阪市北区 べんち
大阪市北区 韓喰
大阪市北区 恕庵
大阪市北区 酒々菜々 遊た～ん
大阪市北区 至極の麺 華
大阪市北区 中華飯店珍味
大阪市北区 新多聞酒蔵
大阪市北区 日本酒バーつるばら
大阪市北区 あふろ
大阪市北区 DIVA
大阪市北区 鉄板バルCOCOLO69
大阪市北区 パレ水野
大阪市北区 きたがわ
大阪市北区 備長炭火焼 とり悠
大阪市北区 立ち呑み処まる
大阪市北区 西洋菓子処シェール
大阪市北区 花こよみ
大阪市北区 樹の下
大阪市北区 iMoKiN
大阪市北区 和食家 こきづ
大阪市北区 蔵場(くらばー)
大阪市北区 樹木
大阪市北区 bar Leigh
大阪市北区 おもてなし茶屋 咲扇
大阪市北区 市岡４５
大阪市北区 割烹味菜
大阪市北区 干物屋 陽
大阪市北区 南国食堂 かりゆしナイト
大阪市北区 炭焼商店サカトリーナ
大阪市北区 Equator
大阪市北区 さかなやいぬい
大阪市北区 healing bar 阪本
大阪市北区 居酒屋番番
大阪市北区 汎家
大阪市北区 アッシュ
大阪市北区 シンガネ
大阪市北区 スナック笑み
大阪市北区 大阪亭
大阪市北区 和ばる湊 天満店
大阪市北区 bar DOPE
大阪市北区 居酒屋じょっぱり
大阪市北区 globe
大阪市北区 Share
大阪市北区 のみくい処まるそう商店
大阪市北区 カミング
大阪市北区 Bar Big Face
大阪市北区 餃子新井
大阪市北区 No.19
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大阪市北区 紙なべ蘆月
大阪市中央区 utage
大阪市中央区 ラミマロン
大阪市中央区 焼きもんや さほ
大阪市中央区 Bar Fruit KAKUMI
大阪市中央区 旬菜ここ味
大阪市中央区 Alla Goccia
大阪市中央区 Y-seven Bar
大阪市中央区 インドレストランアカース
大阪市中央区 酒仙
大阪市中央区 AROMA
大阪市中央区 NORTH HAMAR
大阪市中央区 和泉屋バー
大阪市中央区 お酒の美術館
大阪市中央区 民芸喫茶 ロリ・ポリ
大阪市中央区 bar encount
大阪市中央区 法善寺山岡
大阪市中央区 居酒屋天草
大阪市中央区 ご飯屋がっちゃん
大阪市中央区 畑の食堂NATURA
大阪市中央区 インドレストランアカース
大阪市中央区 Hampi
大阪市中央区 お好み鉄板酒場どら十
大阪市中央区 喫茶軽食sawa
大阪市中央区 し奈川
大阪市中央区 うるる北浜店
大阪市中央区 シルクロード・ウイグルレストラン ムカーム
大阪市中央区 CLUB AURA
大阪市中央区 しあわせのらーめんミウ
大阪市中央区 入留鹿
大阪市中央区 鮨源兵衛
大阪市中央区 AMAZON-天尊-
大阪市中央区 楊銘宇黄燜鶏米飯
大阪市中央区 i4hara
大阪市中央区 花
大阪市中央区 BARAVALON
大阪市中央区 スナックLOVE YOUだよ
大阪市中央区 after bar HADASHI
大阪市中央区 atmosphare
大阪市中央区 バーマジックスーパーラッキー
大阪市中央区 洋食KITCHENかぐら
大阪市中央区 サンジェルマン
大阪市中央区 オステリアニンナナンナ
大阪市中央区 Bar M's
大阪市中央区 そば処八助
大阪市中央区 いんぱくと
大阪市中央区 蕎麦処みやび
大阪市中央区 WHOSWHO 
大阪市中央区 cafe&bar atelier sunrise
大阪市中央区 カフェ＆バー フルール
大阪市中央区 焼肉 虎にツノ
大阪市中央区 牛正
大阪市中央区 バッカス
大阪市中央区 raccoon
大阪市中央区 tezuma
大阪市中央区 トラウマ
大阪市中央区 洋酒喫茶かんから
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大阪市中央区 ひざくりげ
大阪市中央区 すし処和屋
大阪市中央区 地酒海鮮きときと
大阪市中央区 トラットリアデッラノンナ
大阪市中央区 ラヴァンス
大阪市中央区 R BAR
大阪市中央区 キー眸
大阪市中央区 いまだや
大阪市中央区 フィフティーフィフティー
大阪市中央区 members snack T
大阪市中央区 Bar ISTA
大阪市中央区 喜
大阪市中央区 Bar Gracias
大阪市中央区 CasaBiatta delle Marchesine
大阪市中央区 鮨 琥珀
大阪市中央区 ハレム
大阪市中央区 やき亭ぼーの
大阪市中央区 佑美
大阪市中央区 中華料理富品
大阪市中央区 kimono bar musee
大阪市中央区 ふくむすび
大阪市中央区 VELOURS LAPIN
大阪市中央区 和囲炉
大阪市中央区 小川のおかん
大阪市中央区 CafeBarEVOL
大阪市中央区 Music Bar Funky town
大阪市中央区 れみ
大阪市中央区 Bar Novel
大阪市中央区 Thyme
大阪市中央区 リーベ
大阪市中央区 MILE HIGH CLUB
大阪市中央区 鴨錦 上六店
大阪市中央区 CUCINA MAGGIO
大阪市中央区 AMANT
大阪市中央区 クウネルキッチン
大阪市中央区 ふぐ天神
大阪市中央区 三豊麺堺筋本町店
大阪市中央区 こ玄
大阪市中央区 ＬＩＬＡ（リラ）
大阪市中央区 創作串かつ笑味亭 北浜
大阪市中央区 スナック温
大阪市中央区 おにぎり組
大阪市中央区 やきとり温
大阪市中央区 OPAL
大阪市中央区 DJ-BAR VANITY BOX
大阪市中央区 Lien
大阪市中央区 串の松阪
大阪市中央区 LOGUE BAR
大阪市中央区 CACTUS
大阪市中央区 Dining bar Bord
大阪市中央区 felice2000
大阪市中央区 酒肴ひじり
大阪市中央区 KUDOS
大阪市中央区 Amie-na manatoko
大阪市中央区 BARBonds
大阪市中央区 蓮華
大阪市中央区 花やしき
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大阪市中央区 ピアジェ
大阪市中央区 Sierra
大阪市中央区 菜々人
大阪市中央区 立ち呑み のす
大阪市中央区 焼肉桃李
大阪市中央区 バーナニワ・クラシック
大阪市中央区 STANDINGBARH
大阪市中央区 よしだ
大阪市中央区 近藤慎之介笑店
大阪市中央区 ラウンジＭ
大阪市中央区 ザ・イカが
大阪市中央区 がちゃんこ
大阪市中央区 桃太郎
大阪市中央区 たちばな
大阪市中央区 ニタカリバンチャ
大阪市中央区 ZERO NEXT
大阪市中央区 PG
大阪市中央区 鉄板焼 食彩きど
大阪市中央区 玄いし橋
大阪市中央区 bar&room spin
大阪市中央区 華
大阪市中央区 まる
大阪市中央区 Bar IPPUKU
大阪市中央区 サザンスター
大阪市中央区 N
大阪市中央区 ゆず
大阪市中央区 ひま我り
大阪市中央区 海源丸
大阪市中央区 スタンド三日月
大阪市中央区 串揚げ ばらんざっく
大阪市中央区 希望新風谷町七丁目店
大阪市中央区 常の山
大阪市中央区 中国東北料理長江
大阪市中央区 ビビアン・リー
大阪市中央区 日本酒＆ワインｔｏｉ
大阪市中央区 くみ
大阪市中央区 サントリースナックＯＰ
大阪市中央区 bar pancherina
大阪市中央区 インドネパールレストラン ヒマラヤン
大阪市中央区 BarBon
大阪市中央区 Bar-KAYS
大阪市中央区 Chez Le Petit Bonheur
大阪市中央区 Bar Soeur
大阪市中央区 木偶の坊
大阪市中央区 ふぐ料理 ふぐてつ
大阪市中央区 LAMP Coffee Shop
大阪市中央区 ロレンス
大阪市中央区 Bar Garage東心斎橋店
大阪市中央区 炭火焼鳥と鶏肴 keshiki.
大阪市中央区 魚肴しま田
大阪市中央区 家庭料理ひなの
大阪市中央区 すもうキッチン佐賀昇
大阪市中央区 菱富
大阪市中央区 ガンプラバーアイオライト
大阪市中央区 欧風食堂 曽和料理店
大阪市中央区 ビストロ カフェ オムレット
大阪市中央区 バー花本
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大阪市中央区 Bar&Cafe サーキット
大阪市中央区 旬惣菜 あかり
大阪市中央区 太幸
大阪市中央区 夜上海
大阪市中央区 white～
大阪市中央区 イブロン
大阪市中央区 Bar Free Man
大阪市中央区 autostrada
大阪市中央区 明陽軒
大阪市中央区 モンテソル
大阪市中央区 八号
大阪市中央区 与太呂
大阪市中央区 LUNA
大阪市中央区 Lagoona ラグーナ
大阪市中央区 酒カネダ
大阪市中央区 おやじの台所
大阪市中央区 ＳＣＡＲ
大阪市中央区 巷子里小酒館
大阪市中央区 韓国家庭料理イモネ
大阪市中央区 CAFE&BAR MONSTERA
大阪市中央区 コンセントカフェ
大阪市中央区 BAR Liber
大阪市中央区 麺屋作丸
大阪市中央区 まんなおし
大阪市中央区 ドアーズインヘブン
大阪市中央区 長助
大阪市中央区 ｊｕｉｃｅ
大阪市中央区 みらく
大阪市中央区 V9
大阪市中央区 大衆居酒屋楽之助
大阪市中央区 ワイン小料理ilpicolit
大阪市中央区 マリーナ邸
大阪市中央区 ワインと日本酒時々シェリー
大阪市中央区 BAR DE ZERO
大阪市中央区 怪物米線麻辣燙
大阪市中央区 チェルピーナ邸
大阪市中央区 Darts bar Flame
大阪市中央区 Ｍember's m
大阪市中央区 串揚げかしむら
大阪市中央区 salon de 萌
大阪市中央区 Claro
大阪市中央区 鉄板焼 わいん 日本酒 阿利布
大阪市中央区 立呑み久
大阪市中央区 Restaurantつじ川
大阪市中央区 水平線
大阪市中央区 十種家
大阪市中央区 奴茶屋
大阪市中央区 カラオケスナックプサン
大阪市中央区 Candle
大阪市中央区 博多豚骨ラーメン壱流
大阪市中央区 NAGARE
大阪市中央区 松屋町バルＰＡＳＯ
大阪市中央区 ウリジプ
大阪市中央区 チョロの家
大阪市中央区 鷄処ひらぬまん
大阪市中央区 新新品味居
大阪市中央区 月の兎
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大阪市中央区 buchi
大阪市中央区 ラベンダー
大阪市中央区 Club Seasons
大阪市中央区 Lounge Polaris
大阪市中央区 レックス
大阪市中央区 UZU
大阪市中央区 食彩酒房ごいちや
大阪市中央区 ハーフムーン
大阪市中央区 しゃぶしゃぶ豚々 心斎橋店
大阪市中央区 プリエ
大阪市中央区 KoreanBarなむる
大阪市中央区 ShotBar Mozic
大阪市中央区 和ダイニングHatakenaka
大阪市中央区 Sakurai
大阪市中央区 Film  Bar  Wunder
大阪市中央区 うらら
大阪市中央区 Italian Bar&cafe docile
大阪市中央区 ラウンジ フレジア
大阪市中央区 天地あまっちChineseDining
大阪市中央区 雷寿司
大阪市中央区 tulak
大阪市中央区 チーズと野菜のバルべるまじお
大阪市中央区 MINA
大阪市中央区 ＢＡＲ－ＧＬＡＤ
大阪市中央区 吟酒海楽 和
大阪市中央区 酒房居酒屋ななし
大阪市中央区 wapiti
大阪市中央区 cafe&barSTOP
大阪市中央区 Room
大阪市中央区 炭焼割烹 歩
大阪市中央区 四季の味 莉匠庵
大阪市中央区 thaidining nana
大阪市中央区 グルメバーガーと世界のビール ココペリ
大阪市中央区 活ふぐ清正
大阪市中央区 広東料理 林泉
大阪市中央区 酒房みやい
大阪市中央区 海鮮居酒屋魚漁
大阪市中央区 シャノワール
大阪市中央区 LUCIA
大阪市中央区 まるたこ
大阪市中央区 楼ｓ
大阪市中央区 Lazuli
大阪市中央区 味楽創菜おかもと
大阪市中央区 FAAS
大阪市中央区 バーブレス北浜
大阪市中央区 eN
大阪市中央区 居酒屋ふ
大阪市中央区 和風料理いほり
大阪市中央区 barZERO
大阪市中央区 Bar secretbox
大阪市中央区 島之内サンボア
大阪市中央区 汐貴
大阪市中央区 D-Link
大阪市中央区 菊池庵
大阪市中央区 ｋｕｌｋｕｌ
大阪市中央区 酒彩大黒屋
大阪市中央区 ダイニングルームさくら
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大阪市中央区 メンバーズリグレコ
大阪市中央区 Michel Vin Japonais
大阪市中央区 & nico
大阪市中央区 お食事処たまき
大阪市中央区 一休
大阪市中央区 g
大阪市中央区 居酒屋ちゃが楽谷町店
大阪市中央区 146STATE
大阪市中央区 simple
大阪市中央区 鮨D
大阪市中央区 ブランドゥブラン
大阪市中央区 豚しゃぶたなか
大阪市中央区 酒処 依屋
大阪市中央区 セルフィッシュ
大阪市中央区 Member's BAR  Crimson Trap
大阪市中央区 浜風２ゴー
大阪市中央区 和創五感 陸
大阪市中央区 菜根譚 律
大阪市中央区 NULL
大阪市中央区 美少女酒場じゅげむ
大阪市中央区 たこ政
大阪市中央区 酒と肴よしまさ
大阪市中央区 料理屋月九
大阪市中央区 かつ丼吉兵衛なんば道具屋筋店
大阪市中央区 Bar 6 six
大阪市中央区 たこやき屋台 藍の青
大阪市中央区 鄭記老成都串串
大阪市中央区 梅市
大阪市中央区 AB-kitchen
大阪市中央区 おすしや
大阪市中央区 うどん道場 谷六店
大阪市中央区 コナイト
大阪市中央区 ダイニング酒場とまり木
大阪市中央区 BAR KUNITOMO
大阪市中央区 Monkey
大阪市中央区 Bar rape
大阪市中央区 寿司たいすけ
大阪市中央区 内本町麺道部
大阪市中央区 わらじ-waraji-
大阪市中央区 みんう
大阪市中央区 BistroBarMaTa
大阪市中央区 neve
大阪市中央区 立ち呑み処小粋
大阪市中央区 恬茶
大阪市中央区 メソン膳
大阪市中央区 Ｃｒｙｓｔａｌ Ｂａｒ
大阪市中央区 すし処勝也
大阪市中央区 BARJOIN'S
大阪市中央区 たまりbarにいやん
大阪市中央区 和bar valine
大阪市中央区 鳳凰楼
大阪市中央区 金福来
大阪市中央区 結音茶舗
大阪市中央区 BAR Laughter
大阪市中央区 笑酔人
大阪市中央区 日本料理 三喜屋
大阪市中央区 やばい！すき！！ほんまに！！！
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大阪市中央区 こより
大阪市中央区 暴れ牛
大阪市中央区 club WONDER
大阪市中央区 たこやき王子 ミヤプラザ心斎橋店
大阪市中央区 上等カレー内本町店
大阪市中央区 高麗橋桜花
大阪市中央区 ＧＯＬＤ
大阪市中央区 本格炭火焼肉太龍館
大阪市中央区 Jewel
大阪市中央区 EPOCH
大阪市中央区 Bar269
大阪市中央区 スペシャル
大阪市中央区 ツギハギ堂
大阪市中央区 肉食饗竜
大阪市中央区 BAR6BLUE
大阪市中央区 雑貨BAR福猫堂
大阪市中央区 cafe bar South Wind
大阪市中央区 小料理酒家 ばくろう
大阪市中央区 agosamurai
大阪市中央区 ヴェルミヨンマホロバ
大阪市中央区 PANnoHAKO
大阪市中央区 木下裕義酒店
大阪市中央区 Casual Bar Yes,no
大阪市中央区 ORARA
大阪市中央区 BREAK
大阪市中央区 China hata 36
大阪市中央区 明治亭堺筋本町店
大阪市中央区 バートレック
大阪市中央区 sumiggs
大阪市中央区 八剣伝 谷町九丁目店
大阪市中央区 アジアダイニング嵐山亭
大阪市中央区 ジーエム
大阪市中央区 日本酒と私
大阪市中央区 天蓼山
大阪市中央区 HEAVEN
大阪市中央区 lalala
大阪市中央区 哀酔酒町ROUTE路地裏
大阪市中央区 炭焼kitchen だいだい
大阪市中央区 GOLDBAR-R-
大阪市中央区 あそびBAR glamorous
大阪市中央区 bar mask
大阪市中央区 sula
大阪市中央区 ローマ軒de肉食堂
大阪市中央区 Pascal
大阪市中央区 ヴァルプルギスの夜
大阪市中央区 たこりき
大阪市中央区 kala
大阪市中央区 Salon
大阪市中央区 魔女の厨房CAULDRON
大阪市中央区 poco a poco
大阪市中央区 Bar Solt
大阪市中央区 炭焼肉酒場GOLAZO
大阪市中央区 フルハウス
大阪市中央区 おばや
大阪市中央区 ドンキショッテ
大阪市中央区 お好み焼きしんちゃん
大阪市中央区 Barニコラス刑事

54 / 105 ページ



市町村名 施設名称

※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３年１２月２２日公表分）

大阪市中央区 魚串BAR
大阪市中央区 ノーブレス
大阪市中央区 Rosy
大阪市中央区 オールウェイズ
大阪市中央区 スナックユジン
大阪市中央区 エタニティー
大阪市中央区 SHOT BAR もも
大阪市中央区 Bar CLOUD BLANK
大阪市中央区 Charites
大阪市中央区 奈良屋
大阪市中央区 中華料理 味宝楼
大阪市中央区 八十島BIG BOSS
大阪市中央区 遊食家十五・十五
大阪市中央区 延南ソ食堂
大阪市中央区 ヴぃこんと
大阪市中央区 昭和路
大阪市中央区 炭屋こばこ
大阪市中央区 ちんぐ屋
大阪市中央区 poco.a.poco
大阪市中央区 八十島
大阪市中央区 味宝楼
大阪市中央区 オレ流居酒屋 角ちゃん
大阪市中央区 頂賢麺
大阪市中央区 味宝楼
大阪市中央区 食彩のぐち
大阪市中央区 kitchen BAR 川人
大阪市中央区 居酒屋千日前えん
大阪市中央区 洋酒の店 路
大阪市中央区 いちい
大阪市中央区 Living まき
大阪市中央区 iVY
大阪市中央区 Diningbar  HOKOYA 
大阪市中央区 焼とりはま田
大阪市中央区 お酒基地PECOLI
大阪市中央区 カラオケ ソウル
大阪市中央区 洋食ビストロAwano
大阪市中央区 清月
大阪市中央区 日本酒と和み料理 あoい
大阪市中央区 すし季節料理鼓太郎
大阪市中央区 花水木
大阪市中央区 Bright Moon
大阪市中央区 手羽先よっちゃん
大阪市中央区 淀屋橋うおじ
大阪市中央区 お好み焼き鉄板焼き生地
大阪市中央区 coro
大阪市中央区 スナック鈴
大阪市中央区 天宝
大阪市中央区 鱗組
大阪市中央区 TerangBulan
大阪市中央区 おばんざいスナック菜の香
大阪市中央区 BarCactus
大阪市中央区 味ごよみ宗田
大阪市中央区 スーペルノーバ淀屋橋店
大阪市中央区 Ｃ ａ ｆ ｅ ＆ Ｗ ｉ ｎ ｅ Ｔ ' ｓ ｄ ｉ ｎ ｉ ｎ ｇ
大阪市中央区 サンルージュPARTlll
大阪市中央区 THE BUTCHER
大阪市中央区 テラ
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大阪市中央区 花茶
大阪市中央区 千手
大阪市中央区 日本酒うさぎ
大阪市中央区 鉄板焼き つくし
大阪市中央区 LIVE IN kotetsu
大阪市中央区 BAR Nonchalant
大阪市中央区 ウイスキー専門店 相葉
大阪市中央区 buttocks
大阪市中央区 ＴＣＧ B ａｒ ＦＵＮ
大阪市中央区 マジックバーＥＬＥＶＥＮ
大阪市中央区 BAR i.rush
大阪市中央区 祥雲
大阪市中央区 寧
大阪市中央区 ニュー日本酒うさぎ
大阪市中央区 bar eleven
大阪市中央区 マンボウ
大阪市中央区 ながほり日本酒うさぎ
大阪市中央区 ちゃ味船場
大阪市中央区 K-pop Barイテウォン
大阪市中央区 ラーメン兆
大阪市中央区 BAR PYXIS
大阪市中央区 和リアン料理いつもの場所
大阪市中央区 1952
大阪市中央区 AKI
大阪市中央区 ステーキミハラ
大阪市中央区 肴 あわ鷹
大阪市中央区 ローズ
大阪市中央区 ftyエフティー
大阪市中央区 Peace
大阪市中央区 BLUEDIAMOND
大阪市中央区 SeaStation
大阪市中央区 ちりとり鍋専門店 なかや
大阪市中央区 La Oliva
大阪市中央区 OWL
大阪市中央区 おでんと逸品料理＆お酒 松清庵
大阪市中央区 季菜夢せと
大阪市中央区 串かつ専門店こい串
大阪市中央区 スナック弥生
大阪市中央区 朝美屋
大阪市中央区 とんかつ 吉兆
大阪市中央区 BAR HARAGURO
大阪市中央区 酒彩館繁稲
大阪市中央区 旬菜番や
大阪市中央区 さかまり
大阪市中央区 島唄ライブ おぼらだれん
大阪市中央区 カミノザ
大阪市中央区 吉祥
大阪市中央区 PKZ
大阪市中央区 鳥料理 大番
大阪市中央区 BAR YY
大阪市中央区 新ほてい
大阪市中央区 Kitchen HARU
大阪市中央区 にせん
大阪市中央区 絆
大阪市中央区 おうちごはんすなっくあろえ
大阪市中央区 桜館
大阪市中央区 エスケイ・インターナショナル株式会社
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大阪市中央区 Inacheve
大阪市中央区 メンバーズみさ
大阪市中央区 BAR REX 5F
大阪市中央区 中寺２丁目ハンバーグ さんたべ
大阪市中央区 gram
大阪市中央区 KOBUTA
大阪市中央区 オラタコスバー
大阪市中央区 クリスタル
大阪市中央区 こみなみ家
大阪市中央区 エーコー
大阪市中央区 joint
大阪市中央区 Gatto nero
大阪市中央区 浪花オムライス
大阪市中央区 船場丹丹
大阪市中央区 旬彩工房喜あじ
大阪市中央区 木渦
大阪市中央区 くろぶた
大阪市中央区 上々
大阪市中央区 BarWhiskey東心斎橋
大阪市中央区 マキショウ
大阪市中央区 とんこつらーめん神山
大阪市中央区 Mr.Shinの店
大阪市中央区 BAR猫娘
大阪市中央区 たこ八
大阪市中央区 串BUONO
大阪市中央区 酒場スナフキン
大阪市中央区 二代目憲-hirayama-
大阪市中央区 海鮮料理にしの
大阪市中央区 No.B
大阪市中央区 鉄板こてこて
大阪市中央区 杓子屋
大阪市中央区 ROCKBAR GUITAR-RA
大阪市中央区 スパイス堂
大阪市中央区 スナックやすらぎ
大阪市中央区 カンファレンスルームVivi
大阪市中央区 谷町のお母さんのお店焼き焼きまま屋
大阪市中央区 One-G
大阪市中央区 新幸梅
大阪市中央区 創作カレーツキノワ
大阪市中央区 VamosBar
大阪市中央区 ＭＩＳＴＲＡＬ
大阪市中央区 はんじゅく（hanjuku）
大阪市中央区 はり重 大宝寺店新館
大阪市中央区 釜上げうどん二葉
大阪市中央区 TERANOMA
大阪市中央区 クワンチャイ 淀屋橋店
大阪市中央区 Roamer
大阪市中央区 プレミアム ショット バー KOMACHI
大阪市中央区 井筒
大阪市中央区 クレイジュ
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 FIJI BAR Osaka
大阪市中央区 RUBBITHUTCHI 
大阪市中央区 Zero Base
大阪市中央区 ShotBarKT
大阪市中央区 MASTER'S
大阪市中央区 南船場鉄板食堂はなたれ
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大阪市中央区 CHIQUI
大阪市中央区 スタンドしまうま
大阪市中央区 小料理ともか
大阪市中央区 SeaL
大阪市中央区 Architect
大阪市中央区 MembersJoy.s
大阪市中央区 楽遊
大阪市中央区 そらねいろ
大阪市中央区 JUN
大阪市中央区 炭火やきとり雅
大阪市中央区 恋瀬
大阪市中央区 ヤマト
大阪市中央区 マル福
大阪市中央区 suppin
大阪市中央区 麺屋やまひで堺筋本町店
大阪市中央区 TRUE BLUE
大阪市中央区 ぶんちゃっ
大阪市中央区 船場 ひさ家
大阪市中央区 焼肉の牛太本陣東心斎橋店
大阪市中央区 Rossi
大阪市中央区 ミナミ十字星本町店
大阪市中央区 猫ばBar
大阪市中央区 Bar GON
大阪市中央区 ローザ
大阪市中央区 心斎橋アルバ渡辺
大阪市中央区 若狭
大阪市中央区 中国料理 福華酒家
大阪市中央区 クラバック りゅう
大阪市中央区 ASUNARO
大阪市中央区 ラウンジ宝來
大阪市中央区 BAR DK
大阪市中央区 80s Bar FREAK
大阪市中央区 home bar notoro
大阪市中央区 バルドスターズ
大阪市中央区 Dining＆Bar JUN
大阪市中央区 キーボード
大阪市中央区 七於實
大阪市中央区 海鮮丼専門店 楓 スタンド
大阪市中央区 ジビエ料理と鉄板料理の店MH
大阪市中央区 「食と酒」居酒屋かるだん
大阪市中央区 梅乃宿 温酒場
大阪市中央区 ワケアリ
大阪市中央区 酒奉行よいではないか
大阪市中央区 からおけBarてるや
大阪市中央区 デリカ Suzuran
大阪市中央区 ラム肉家ｍｕｕ
大阪市中央区 ＢＡＲうーちゃん
大阪市中央区 ミント
大阪市中央区 PERSEPOLIS
大阪市中央区 分福茶釜
大阪市中央区 RainyPearl
大阪市中央区 スナック シゲ
大阪市中央区 モエル
大阪市中央区 ACT
大阪市中央区 かねよし旅館
大阪市中央区 串串
大阪市中央区 Bar  Bean's 
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大阪市中央区 愛
大阪市中央区 ヘミングウェイ
大阪市中央区 chibi
大阪市中央区 Bar Tear Bell
大阪市中央区 雪景
大阪市中央区 一休
大阪市中央区 本町串焼きてんてん
大阪市中央区 June
大阪市中央区 ボニータ
大阪市中央区 メンバーズ いい女
大阪市中央区 髭ぶん
大阪市中央区 viola
大阪市中央区 沖縄居酒屋てぃんがーら
大阪市中央区 フェアリー
大阪市中央区 熊人
大阪市中央区 インド料理 ちゃちゅ
大阪市中央区 田楽舞
大阪市中央区 K-story
大阪市中央区 ブルーラグーン
大阪市中央区 Cafe&bar RinQ
大阪市中央区 お好み焼き どむす
大阪市中央区 Snack Bee
大阪市中央区 メリーメーカーズ
大阪市中央区 ラウンジ凰
大阪市中央区 Dining&Bar PLUS
大阪市中央区 焼肉くれない
大阪市中央区 ショットバーTHEArgo・ARGUS
大阪市中央区 フェリーチェ
大阪市中央区 さろん群芳
大阪市中央区 和食 青天
大阪市中央区 風切
大阪市中央区 虎と龍 日本橋店
大阪市中央区 えい吉
大阪市中央区 ミッドナイトサンカレー
大阪市中央区 居酒屋ろっく
大阪市中央区 手羽屋いっちょめ
大阪市中央区 伊割烹Affetto
大阪市中央区 BarFun!Fun!
大阪市中央区 カフェ&BAR chat  noir
大阪市中央区 ワイン割烹 Et Ce
大阪市中央区 都会に生えたしいたけ
大阪市中央区 Live Bar SPOT
大阪市中央区 イルピアット東心斎橋
大阪市中央区 スナックとんちゃん
大阪市中央区 ＴＨＥ たまご ＢＡＲ
大阪市中央区 壽圭悠悠
大阪市中央区 Ｃｌｕｂ ＨＡＰＰＩＮＥＳＳ
大阪市中央区 肉ざんまい
大阪市中央区 串 やしま
大阪市中央区 カラオケスナックmee
大阪市中央区 ニューカレン
大阪市中央区 二和鳥
大阪市中央区 neiro （ネイロ）
大阪市中央区 BRIGHT
大阪市中央区 鳥の道
大阪市中央区 串勝ややまちゃん
大阪市中央区 楽呑み処ＡＬＭＯＮ
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大阪市中央区 和彩そあら
大阪市中央区 Feel
大阪市中央区 ザ・ハース
大阪市中央区 バーイプソファクト千日前
大阪市中央区 とり菊
大阪市中央区 メイウィンズ
大阪市中央区 カフェザプラントルーム
大阪市中央区 BarLoungeありす
大阪市中央区 やきとり庭
大阪市中央区 BLACKPEARL-MOVIE-TOY-SHOP
大阪市中央区 欧風料理  Watari
大阪市中央区 雅
大阪市中央区 BARウラマコヤ
大阪市中央区 オーサカバインミー
大阪市中央区 居酒屋新
大阪市中央区 スランジバー
大阪市中央区 よねくら
大阪市中央区 ミナミ一番
大阪市中央区 碧
大阪市中央区 スナックインディアン
大阪市中央区 アトリエグーテ なんば
大阪市中央区 㐂笑
大阪市中央区 バー・シアター Ludo
大阪市中央区 本町製麺所本店
大阪市中央区 寿し吉
大阪市中央区 Bar Sou
大阪市中央区 お食事処こんご
大阪市中央区 ties
大阪市中央区 立呑 奢酌楽
大阪市中央区 道頓堀てらす
大阪市中央区 みにしゃぶひょうたん
大阪市中央区 LUCIDA
大阪市中央区 三千院
大阪市中央区 炭火ラム肉専門店愉崇
大阪市中央区 スリーチムニーズ
大阪市中央区 ＤＩＶＥＲＳＩＯＮ
大阪市中央区 BAR  CHOICE
大阪市中央区 大阪ホルモン天
大阪市中央区 月山
大阪市中央区 大鳳亭
大阪市中央区 3eBAR
大阪市中央区 Yuki
大阪市中央区 シュナステーション
大阪市中央区 三豊麺心斎橋店
大阪市中央区 天月
大阪市中央区 Law Less
大阪市中央区 たこ家道頓堀くくるフレスト天満橋店
大阪市中央区 ｖｉｖｉｄ
大阪市中央区 BarHills
大阪市中央区 LIFE
大阪市中央区 ｍｏｋｕｍｏｋｕ
大阪市中央区 麺や恵
大阪市中央区 立ち飲み居酒屋ドラム缶
大阪市中央区 のみ処 いっこもん
大阪市中央区 GaneshCAFE
大阪市中央区 アイランド
大阪市中央区 ＴＲＥＯＴＴＯ トレオット
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大阪市中央区 CANDY
大阪市中央区 Blue
大阪市中央区 どうとんぼりぜん
大阪市中央区 きたで温泉
大阪市中央区 BAR TAKAZATO
大阪市中央区 居酒屋あーちゃん
大阪市中央区 丼バル もときっつぁん
大阪市中央区 廉
大阪市中央区 茶古
大阪市中央区 Ｌａ Ｃａｎｔｉｎａ Ｓｈｕ
大阪市中央区 アジノドコログスク
大阪市中央区 Forever
大阪市中央区 ラディッシュ
大阪市中央区 焼酎屋五八
大阪市中央区 伽琉駝門カフェ
大阪市中央区 楽呑ラボ
大阪市中央区 そば居酒屋 善生
大阪市中央区 気分上々
大阪市中央区 和ばーる えにし
大阪市中央区 BAR Nid de Lapin
大阪市中央区 おけや
大阪市中央区 中華料理味鮮閣
大阪市中央区 Snack明
大阪市中央区 炭火串焼 市
大阪市中央区 ひもの野郎 東心斎橋店
大阪市中央区 割烹はせ川
大阪市中央区 舞洲
大阪市中央区 ラウンジNOA
大阪市中央区 フェアリー
大阪市中央区 Brights 
大阪市中央区 元祖どないや アメリカ村店
大阪市中央区 路地裏のサルヴァ通る
大阪市中央区 BARキリ
大阪市中央区 BOZ
大阪市中央区 バーナカムラ
大阪市中央区 シンバ
大阪市中央区 心斎橋のおあしす
大阪市中央区 燃えろドラゴン
大阪市中央区 スーク
大阪市中央区 味楽にしの
大阪市中央区 おさかな処 男女川
大阪市中央区 元祖アイスドッグ
大阪市中央区 fun wave5420085
大阪市中央区 VINI TECA
大阪市中央区 Bar Rosso
大阪市中央区 炭火
大阪市中央区 海umi
大阪市中央区 豚ピョラク
大阪市中央区 スペースステーション
大阪市中央区 美津富
大阪市中央区 Virgin Moon 
大阪市中央区 La  Golosetta
大阪市中央区 カラオケ秀
大阪市中央区 沖縄ダイニング ザイオン
大阪市中央区 とんぼ 離れ
大阪市中央区 焼酎 蕎麦や はやさき
大阪市中央区 mu
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大阪市中央区 たけや
堺市堺区 OpaL
堺市堺区 アイ・ローズ
堺市堺区 DININGBAR CYOIWARU
堺市堺区 家庭料理 一から
堺市堺区 日本酒LABまつもと
堺市堺区 たろやんの家
堺市堺区 カラオケ喫茶ミヤ
堺市堺区 キッサスナック舞
堺市堺区 カラオケステージ はなぐるま
堺市堺区 LADYBuG
堺市堺区 申手延麺
堺市堺区 Gussan
堺市堺区 KitchenBarDanke
堺市堺区 四季料理 かっぽう しん
堺市堺区 居酒屋展
堺市堺区 ホルモンカモメ
堺市堺区 麺や聰
堺市堺区 ニュータイランドイサーン
堺市堺区 カフェ＆カラオケＳａｋｕｒａ
堺市堺区 トラットリアTibi
堺市堺区 柿のたね
堺市堺区 まねき猫
堺市堺区 Bogey
堺市堺区 かふか
堺市堺区 立ち呑み屋ZOO
堺市堺区 うどんそば藤よし
堺市堺区 ピアノン
堺市堺区 鶴姫
堺市堺区 MAY cafe
堺市堺区 SARARA
堺市堺区 たかくら
堺市堺区 あなごと野菜の店 美さを
堺市堺区 スナック人来夢
堺市堺区 鮨匠津田
堺市堺区 島唄ライブみーくん
堺市堺区 ブラッスリーセレスト
堺市堺区 スナックすずらん
堺市堺区 焼肉みき
堺市堺区 メンバーズL
堺市堺区 黒毛和牛いち輪
堺市堺区 サケノトリコ
堺市堺区 串かつ永吉
堺市堺区 ぜん屋
堺市堺区 酒肴や らかん
堺市堺区 立ち飲み 歓
堺市堺区 向日葵
堺市堺区 やきとり大吉堺東店
堺市堺区 まつ元
堺市堺区 スナック長崎
堺市堺区 Bar桃色の月
堺市堺区 スナック ＬａＬａ
堺市堺区 寿司割烹牧山
堺市堺区 トレビアン
堺市堺区 ふるーつもいいかも
堺市堺区 Barboo
堺市堺区 ＺＥＲＯ零
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堺市堺区 中華料理 ふぐ料理 東明飯店
堺市堺区 居酒屋まるえ
堺市堺区 和楽
堺市堺区 肉バルCarlo
堺市堺区 カレーハウスT＆A 堺三宝店
堺市堺区 スナック樹里
堺市堺区 しゃぶ扇堺東店
堺市堺区 和風茶寮 四季
堺市堺区 廚 クリヤ
堺市堺区 メンバーズモエ
堺市堺区 酒菜だいどころ料理さち
堺市堺区 うらがし
堺市堺区 居酒屋 月詠
堺市堺区 焼肉きくちゃん
堺市堺区 きっちん Goo Goo
堺市堺区 もんじゃ焼徳房
堺市堺区 FreeStyle
堺市堺区 Standing BAR夢
堺市堺区 BAR Boozer
堺市堺区 焼とり楽宴
堺市堺区 タイム
堺市堺区 スナック炎 (ほのお)
堺市堺区 とらじ天神店 桜
堺市堺区 カラオケパブ とまと
堺市堺区 旬のさかな総
堺市堺区 Trattoria L.S.C
堺市堺区 カラオケスナックアウル
堺市堺区 multi zunzun
堺市堺区 snack V&V
堺市堺区 ティーショット
堺市堺区 旬魚 ざこば
堺市堺区 うどん平吉
堺市堺区 ルーク
堺市堺区 なんちゃってBAR堕天使ルシファー
堺市堺区 ごんべ衛
堺市堺区 No.5
堺市堺区 居酒屋道楽
堺市堺区 やきとり居酒屋優しげ
堺市堺区 LINK
堺市堺区 鳥道
堺市堺区 Ｍ－１
堺市堺区 房房
堺市堺区 いっそん
堺市堺区 ジャランジャラン
堺市堺区 MAR
堺市堺区 釜山
堺市堺区 オモニ
堺市堺区 堺よろず串友栄
堺市堺区 希舟
堺市堺区 pineapple express
堺市堺区 カラオケスナック愛里
堺市堺区 肴酒屋おとと倶楽部
堺市堺区 NORE
堺市堺区 お好み焼き、焼そば うしたま
堺市堺区 酢し肴 かう吉 ～koukichi～
堺市堺区 活けふぐ料理 下関
堺市堺区 hana
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堺市堺区 和ダイニング大将
堺市堺区 Cellar House CLAP
堺市堺区 ラーメンラボうさぎプラス
堺市堺区 母や
堺市堺区 鳥俊
堺市堺区 Lounge yuu
堺市堺区 Ｂａｒ ＲＯＤＥＯ
堺市堺区 Ｃａｆｅ Ｇｒａｃｅ
堺市堺区 中国酒菜華
堺市堺区 呑み処 華
堺市堺区 純の花
堺市堺区 お多幸
堺市堺区 馳走家きむら
堺市堺区  FAKE
堺市堺区 カラオケ わんえふ
堺市堺区 ハウスオブジャズ
堺市堺区 カラオケBarアメちゃら
堺市堺区 逐夜
堺市堺区 クシヤキトロバタノオミセナベヤ
堺市堺区 BAR中原
堺市堺区 スナック よこはま
堺市堺区 蛸壺
堺市堺区 ラウンジ笑娜以
堺市堺区 御料理 大つか
堺市堺区 Bistro VEZO
堺市堺区 WINE&ODEN ひそか
堺市堺区 グリュック
堺市堺区 counter BAR 7G
堺市堺区 Bar It
堺市堺区 鉄板バル ＨＩＬＯ 宗友
堺市堺区 snackK2
堺市堺区 浜焼き太郎
堺市堺区 マブハイスナック
堺市堺区 カラオケ喫茶JUN
堺市堺区 チキン娘に豚野郎
堺市堺区 西口酒店
堺市中区 タコッタ
堺市中区 Bar Unity Faith
堺市中区 Restaurant DouceDouce
堺市中区 食酒場しょう
堺市中区 大吉百舌鳥東店
堺市中区 カラオケいづみ／ｔａｕ＿ｔａｕ
堺市中区 BOOM
堺市中区 カラオケなな
堺市中区 居酒屋さくら組
堺市中区 カラオケWORLD
堺市中区 華
堺市中区 TO-MA
堺市中区 とり王
堺市中区 焼肉じんほ
堺市中区 ナイトカフェ レイズ
堺市中区 With
堺市中区 カラオケスナックうる声やつら
堺市中区 酒食満菜 悠
堺市中区 漁火酒場 まつかぜ 深井店
堺市中区 みんみん深井店
堺市中区 あぁみ婆
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堺市中区 居酒屋 味園
堺市中区 Bar GOLD
堺市中区 スナックグロー
堺市中区 お食事処えびす
堺市中区 ユニティーフェイス
堺市中区 原価ラボのりきち
堺市中区 カラオケスタジオ秋月
堺市中区 NEXT
堺市中区 お好み焼きパンダ
堺市中区 やっちゃん
堺市中区 たちのみBarO₂
堺市中区 やきとり石 樽
堺市中区 SNACK INSPIRE
堺市中区 ちょい呑み処 結まぁる
堺市中区 ＰＡＰＩＬＬＯＮ
堺市中区 居酒屋 四六八
堺市中区 ラウンジ沙羅樹
堺市中区 大衆炉端大千
堺市中区 おばんざい呑み処 縁en
堺市中区 和馳
堺市中区 やきとり大吉八田西町店
堺市中区 韓国料理 きんや
堺市中区 京風かじゅある懐石 大谷
堺市中区 魔女
堺市中区 隠れ家
堺市中区 民家ふぇみやび
堺市中区 桜月
堺市中区 吉川酒店
堺市中区 カラオケ.スタジオ.演芸館
堺市中区 SNACK Diva
堺市中区 居酒屋はっちん府大前店
堺市中区 一品料理 小指
堺市中区 和食バルふるぼ
堺市東区 立呑処てっちゃん
堺市東区 立ち呑み処あたらしや
堺市東区 チビごん
堺市東区 みこ
堺市東区 CLOUD  NINE
堺市東区 黎
堺市東区 焼バル しーぴっぐ
堺市東区 カラオケドロンヂョ
堺市東区 GRANNY LeAF
堺市東区 ななつぼ屋
堺市東区 味の散歩道  いろり
堺市東区 わいわい居酒屋関西魂
堺市東区 花花
堺市東区 きまぐれkitchen OTTO
堺市東区 家庭料理 杉ちゃん
堺市東区 呑猿
堺市東区 スタンドキッチンMiyuki  家庭料理 BAR
堺市東区 スナックひふみ
堺市東区 勝って串
堺市東区 焼肉 炸
堺市東区 カラオケ・ザ・トレイン
堺市東区 喫茶・スナック サン
堺市東区 呑べえ
堺市東区 PLEASURE

65 / 105 ページ



市町村名 施設名称

※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３年１２月２２日公表分）

堺市東区 仁奈
堺市東区 遊楽居酒家やんちゃくれ
堺市東区 おごじょ
堺市東区 カラオケスタジオ 壱岐っ娘
堺市東区 松平パスタ店&バール
堺市西区 カラオケURA
堺市西区 soeurs
堺市西区 たからや
堺市西区 ちゃんこ若
堺市西区 いっしん真琴
堺市西区 やきとりよろこんで
堺市西区 竜起
堺市西区 呑猿
堺市西区 竜太
堺市西区 居酒屋やまもと
堺市西区 和風スナック多伽
堺市西区 浜焼太郎石津川駅前店
堺市西区 勝丸寿司
堺市西区 鼎 伊藤商店
堺市西区 居酒屋芳し乃
堺市西区 大蔵
堺市西区 鉄板ダイニング Chiki Chiki
堺市西区 Treasure Island
堺市西区 かどやん
堺市西区 肉マサ
堺市西区 ごりさんず
堺市西区 カラオケ・マーブル
堺市西区 いなほ
堺市西区 梨華
堺市西区 大吉津久野店
堺市西区 焼肉キンロ屋
堺市西区 たいよう食堂
堺市西区 村一番
堺市西区 末広寿司
堺市西区 居酒屋百万両
堺市西区 屋台おでんもりもと
堺市西区 焼肉もりもと
堺市西区 イタリアンバルアンダンテ
堺市西区 焼鳥楽笑
堺市西区 太幸
堺市西区 喫茶＆軽食Ｋ．Ｋ
堺市西区 07ゼロナナ
堺市西区 スナックキャット
堺市西区 鮨炭焼きくすのき
堺市西区 Lily
堺市西区 比内地鶏と旬菜炉端 うるとらや
堺市南区 酒楽たんと
堺市南区 MA-A-NA
堺市南区 office katz
堺市南区 お好み焼き ときわ
堺市南区 焼鳥さぶちゃん
堺市南区 食堂 しん太
堺市南区 焼肉ひろ
堺市南区 Ｓｅｅ
堺市南区 居酒屋 大関
堺市南区 BAR LangLitz
堺市南区 ぢどり亭深阪店
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堺市南区 のぼり調子
堺市南区 BACCANA(バカーナ)
堺市南区 肉の蔵 泉北店
堺市南区 やきとり 蔵
堺市南区 BAR Wink
堺市南区 味菜亭
堺市南区 河内屋
堺市南区 Moni Cafe
堺市南区 ショーガール
堺市南区 有限会社 玉ちゃん
堺市南区 ラウンジparty
堺市北区 Bar Port
堺市北区 カラオケ喫茶愛
堺市北区 呑バルhana
堺市北区 さい楽
堺市北区 彩 chen
堺市北区 麺屋 第五十三大橋丸
堺市北区 鐵
堺市北区 Glanz
堺市北区 ひろみ
堺市北区 かおる
堺市北区 スナックルージュ
堺市北区 SARI倶楽部
堺市北区 ぬま田や
堺市北区 居酒屋もず一番
堺市北区 Restaurant Le Premier レストランルプルミエ
堺市北区 スタミナラーメン力横綱
堺市北区 かぢどり
堺市北区 ラーメンロケットキッチン
堺市北区 ボンクラージュ
堺市北区 肉処 むすび
堺市北区 ごはん亭酒処八万
堺市北区 麦一
堺市北区 Japo Dining
堺市北区 炭火焼鳥ＤＩＮＩＮＧ門
堺市北区 ダーツ&バー ジェロニモ
堺市北区 炭火焼肉河野
堺市北区 dry flower cafe CoCo
堺市北区 和洋空間居食屋 いさりび堺本店
堺市北区 お好み焼き きて家
堺市北区 やきとりえーちゃん
堺市北区 酒処まさひろ
堺市北区 Bar MOCHA
堺市北区 カラオケハーレー
堺市北区 カラオケミューズ
堺市北区 海鮮居酒屋うお松
堺市北区 アカシヤ
堺市北区 歌声さかば まるた
堺市北区 鉄板居酒屋のりきち
堺市北区 旬菜簞ぽぽ、
堺市北区 Bar amarach
堺市北区 旬彩ダイニングフルールエピ
堺市北区 匠秀月
堺市北区 カラオケ喫茶銀
堺市北区 大衆居酒屋 ひろまる
堺市北区 旬菜おでん料理 かま田
堺市北区 カラオケ道
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堺市北区 おおさかもん料理 鮨 守屋
堺市北区 透兵衛
堺市北区 グルメ屋台あさちゃん
堺市北区 La Citta
堺市北区 串とら
堺市北区 炭火焼鳥笑希
堺市北区 カラオケスタジオ さくら
堺市北区 フライングスコット ( FLYING SCOTT )
堺市北区 立ち呑み処 いすや
堺市北区 GOD.
堺市北区 焼肉 百
堺市北区 CAFE&DINING BELLE
堺市北区 チャボ
堺市美原区 Bar Joint
堺市美原区 まんま恵み
堺市美原区 えびいち
堺市美原区 OHXcafe
岸和田市 和風スナック静乃
岸和田市 四季彩空
岸和田市 Floor
岸和田市 地どり炭火焼翔鳥
岸和田市 ラウンジ欅
岸和田市 焼肉 扇
岸和田市 すし処しげ里
岸和田市 BAR Orang-Orang
岸和田市 晴れる家
岸和田市 下松のたこ一
岸和田市 うどんの庄福泉
岸和田市 Chocotto
岸和田市 鮨割烹匠
岸和田市 ろばた 味一
岸和田市 洋食屋桜亭
岸和田市 STAY FREE
岸和田市 カラオケ喫茶 真衣
岸和田市 懐食ふじたやはなれ
岸和田市 角屋
岸和田市 洋食焼き からすの
岸和田市 cucina TENTO
岸和田市 季節料理 安曇野
岸和田市 亀十料理店
岸和田市 Enak Point
岸和田市 鉄板焼 重石
岸和田市 居酒屋笑福
岸和田市 ヒカリ
岸和田市 カラオケ喫茶 ピース
岸和田市 ｃｉａｏ
岸和田市 とりやす
岸和田市 カクテルハウスムーンストーン
岸和田市 居酒屋らんかん
岸和田市 居酒屋まっちゃん
岸和田市 家庭料理こころ
岸和田市 cafe sweets area51
岸和田市 Italiano BACCO
岸和田市 たこ焼 満天
岸和田市 串処 源よし
岸和田市 季節料理ひとゆし
岸和田市 木戸枡
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岸和田市 鉄板焼きどんちち
岸和田市 PARADISE
岸和田市 中国酒菜福見
岸和田市 Ｌoa
岸和田市 ちょい呑みいち
岸和田市 カラオケハウス華苑
岸和田市 りっとる
岸和田市 バーONO
岸和田市 居酒屋 てぇちゃん
岸和田市 居食屋 花びょうぶ
岸和田市 Karaokebarforyou
岸和田市 プチハウス瑠璃
岸和田市 ちょうちん
岸和田市 創作厨房はじめや
岸和田市 むじゃき
岸和田市 cafe＆いざかや絆
岸和田市 料理屋 ゆう香
岸和田市 おかず屋あかり
岸和田市 キムチのさかい
岸和田市 居酒屋 藤
岸和田市 アムール
岸和田市 居酒屋らんかん
岸和田市 PARAH CLUB
岸和田市 隠れ家 ひろとも
岸和田市 Aries
岸和田市 がちんこラーメン道柊 春木店
岸和田市 CHAKA  CHAKA
岸和田市 とり焼き 旬鶏
岸和田市 一予
岸和田市 お好み焼き まんまる
岸和田市 一品料理あまじ
岸和田市 一品料理 えんかい
岸和田市 ラウンジフロアー おばクラ
岸和田市 Snack   MIKA
岸和田市 SORCIERE
岸和田市 bar rinks
岸和田市 居酒屋 大五郎
岸和田市 洋風居酒屋ちゃっちゃ
岸和田市 八十八
岸和田市 お好み焼き 吉
岸和田市 おばんざい居酒屋 あかり
岸和田市 吞喰処 うすい亭
岸和田市 喫茶エンゼル
岸和田市 とんかつの店一文字
岸和田市 星野亭
岸和田市 ぷちゃん
岸和田市 レニー
岸和田市 スナック玉季
岸和田市 一条
岸和田市 カラオケスタジオ ＫＳＴ
岸和田市 たこ焼 呑み処 こいさん
岸和田市 作左衛門
岸和田市 LUCKY
岸和田市 スナック ロマン
岸和田市 ミュージックバー JUNK
岸和田市 ラーメンハウス ヒロ
岸和田市 カラオケ ニュー岸和田
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岸和田市 せんげ
岸和田市 大衆洋居酒屋 Bentensan
岸和田市 赤さん食堂
岸和田市 豚しゃぶ亭つるふじ
岸和田市 西洋割烹おおたけ(アンシャンテルール enchanteleurs)
岸和田市 スナックTiffany
岸和田市 アジアンフードアンドカフェ コピワルン
岸和田市 snack YUKI
岸和田市 BAR  SPINNA
岸和田市 Blue Rose
岸和田市 いち
岸和田市 POWER
岸和田市 楽食家にし野
岸和田市 カラオケ順
岸和田市 BALIHAN BAR
岸和田市 kitchen bar morigen
岸和田市 食酒処たろや
岸和田市 お好み焼ちゃんちゃんこ
岸和田市 焼肉スタイル鶏放題
岸和田市 new  NIRO
岸和田市 居酒屋喜色
岸和田市 タベルナ
岸和田市 フェアリーズ
岸和田市 漁師家幸
岸和田市 すまいる
岸和田市 ラウンジ Franc.franc
岸和田市 居酒屋濃才土
岸和田市 千鳥寿司
岸和田市 浜茂
岸和田市 ＢAＲ ＣＬＯＳＥＴ
岸和田市 osteria＆pizzeriaのらりあん
岸和田市 おかを
岸和田市 お好焼戎
岸和田市 マルタカ
岸和田市 山城
岸和田市 ソルシエール
岸和田市 缶詰バーk2
岸和田市 会津 田舎そば
岸和田市 居酒屋風味処朝日
豊中市 居酒屋 夢
豊中市 和風スナック 由美ちゃん
豊中市 もぐら
豊中市 いっちょかみ
豊中市 鉄板焼・お好み焼 カマカ
豊中市 中華そば 三代目 さかえや
豊中市 ちゃんこ鍋田河
豊中市 酒とめしらっきい
豊中市 Le plus
豊中市 居酒屋いまむら
豊中市 ビストランテサ・ルーチェ
豊中市 一柳斎玄庵
豊中市 庄内ベース
豊中市 OKONOMIYAKI SHAKU
豊中市 肉処倉 豊中店
豊中市 たまむし
豊中市 プーさん
豊中市 喫茶＆BARドンガバチョ

70 / 105 ページ



市町村名 施設名称

※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３年１２月２２日公表分）

豊中市 スナック太平洋
豊中市 居酒屋蛮酌
豊中市 たよし千里店
豊中市 一八
豊中市 レストランムース
豊中市 Girls Lounge SNI48
豊中市 free and easy
豊中市 串ひろ
豊中市 OCEAN
豊中市 やきとり育郎
豊中市 カラオケ珊瑚
豊中市 ラウンジHOT
豊中市 池田屋
豊中市 おつまみ酒場 てんやわんや
豊中市 鳥処 やどりぎ
豊中市 とり吉
豊中市 寿司処 味喜
豊中市 カフェヒラノ
豊中市 Live bar Roots'66  
豊中市 手包み餃子と中華キッチンひげ
豊中市 美由起鮨
豊中市 鱻 寅次郎
豊中市 お好み焼工房コテコテあきちゃん
豊中市 創作鉄板焼 とん平
豊中市 錦寿司
豊中市 BAR三丑
豊中市 飛車角
豊中市 旬菜手羽八歩
豊中市 Food Bar Sugar Ray
豊中市 BAR GEAR
豊中市 カロッサ
豊中市 うを浅
豊中市 らうんじ杏
豊中市 樹林
豊中市 古巣
豊中市 Rgrow
豊中市 大亀
豊中市 中華居酒屋 福
豊中市 IL pulcina
豊中市 ブロシェット
豊中市 仲店
豊中市 カラオケ ぶらん
豊中市 KHUSHI KHUSHI
豊中市 居酒屋大和
豊中市 喫茶めっちん
豊中市 満
豊中市 原始焼き 魚炉笑
豊中市 炭火焼鳥 鳥ふく
豊中市 彩鶏
豊中市 diritto
豊中市 セリカ
豊中市 肉匠豊乃
豊中市 ベルウッド
豊中市 インド料理 ニューリトルインディア 庄内
豊中市 壱番館
豊中市 グリルいけだ
豊中市 ｆｕｌａｒｉ ｃａｆｅ
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豊中市 NAMASTE POKHARA
豊中市 OKONOMI SHIN
豊中市 KOJIBAR
豊中市 居酒屋えん daining えん
豊中市 志みづ家
豊中市 居酒屋ほりさん
豊中市 とんがらし
豊中市 PepperMill ペッパーミル
豊中市 七福神
豊中市 IL CONCERTO
豊中市 オステリア カポ エジリオ
豊中市 BAR DOGGYPOND
豊中市 酒処赤ちょうちん
豊中市 お食事処ひまわり
豊中市 田舎
豊中市 中国料理 藍天
豊中市 居酒屋新新
豊中市 KIKANTARO 蛍池店
豊中市 エパ
豊中市 串揚げ・焼き鳥ダイニング 串ろまん
豊中市 にゃんこ
豊中市 カラオケcafeトコ夏
豊中市 ゆう
豊中市 Cafe Bar Rail side
豊中市 COPPA
豊中市 越後屋緑地公園店
豊中市 Travel&Music Bar Tommy's
豊中市 ＫＡＺＵ
豊中市 スナックsalon de陽子
豊中市 居酒屋ごがつなのか
豊中市 割烹cob
豊中市 居酒屋はる久
豊中市 ぢどり亭 庄内店
豊中市 喫茶シューター
豊中市 鮨 西木
豊中市 シューター
豊中市 BAR Koinobori
豊中市 WINE DINING Kuerpo
豊中市 ドル
豊中市 あほや 夕日丘店
豊中市 丸十寿司
豊中市 NATURALSTYLE
豊中市 トラットリアサルーテ
豊中市 シチリア料理 クッカーニャ
豊中市 ちょび呑みちょい食べふう
豊中市 みどり寿司
豊中市 和牛焼肉冷麺勇麻衣屋
豊中市 お出汁の薫る家庭料理あきゑ
豊中市 しんちゃん
豊中市 ネギッ娘
豊中市 Bar CHET
豊中市 和気逢々
豊中市 メープル
豊中市 サンチョパンサ
豊中市 スナック カレン
豊中市 かしわ舎服部店
豊中市 御嘉家桜塚店
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豊中市 バンブー
豊中市 ラブ
豊中市 酒菜鮮房にし家
豊中市 酒楽家なが江 名古屋の味
豊中市 カラオケスマイルプラス曽根店
豊中市 スナック智恵
豊中市 ARAIRA2
豊中市 亀萬
豊中市 スナックシュガー
豊中市 カゾクカツポウヤスマサ
豊中市 カラオケしゅしゅ
豊中市 鉄板ダイニング桜亭
豊中市 お好み、鉄板焼き 合格
豊中市 cafe  dining かや
豊中市 立飲処マキノ
豊中市 戦国料理本陣
豊中市 電撃酒場ＧＯＲＩ
豊中市 居酒屋ごぢゃ亭
豊中市 鉄板焼れすとらん中はら
豊中市 ラーメン飛龍
豊中市 ひろ
豊中市 Dining Bar fitche
豊中市 天婦羅居酒屋 西むら
豊中市 紫野
豊中市 らんらん亭
豊中市 天座
豊中市 北川水産海風
豊中市 丘
豊中市 barsuke
豊中市 鶏幸
豊中市 タンペイ
池田市 カラオケスナックカナリア
池田市 カラオケ喫茶 ラピス
池田市 BISTROにふぇー
池田市 多蓮
池田市 焼き鳥さとり
池田市 居酒屋だるま
池田市 カミナリ酒店 池田店
池田市 日本料理はるのかおり
池田市 caffeCOVO
池田市 ラヴィーダ
池田市 旬家
池田市 日本料理 くろ川
池田市 篝火
池田市 Club e
池田市 パウオレ
池田市 炭火焼き鷄と旬鮮料理の店わんぱく酒場鶏太
池田市 JEWELUNA
池田市 野沢屋
池田市 むげん
池田市 活魚いきおい
池田市 一刀流らーめん
池田市 うちごはん
池田市 串かつ最善
池田市 洋・鳥ダイニングみつを
池田市 焼き鳥居酒屋 絆(KIZUNA ) 
池田市 鉄板お好み焼き105
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池田市 ホルモンブルズ
池田市 ROMANECO
池田市 ゆめ
池田市 酒処備前屋
池田市 ｋｅ ｂａｒ ミュー
池田市 DARTS BAR JACKass
池田市 ラウンジ チャップリン
池田市 和 せいりゅう
池田市 チカバル   Arriba!
池田市 Marc de Iguchido
池田市 哇哇
池田市 cofe＆bar流岩
池田市 カラオケいつものところ
池田市 ガジュマル
池田市 ソレイユ
池田市 トラットリア ステヴァーレ
池田市 KIKANTARO 石橋店
池田市 たからや
池田市 ピッツェリア パンチャ・ピエーナ
池田市 おきらくペンギン
池田市 もんじゃ焼ひろちゃん
池田市 Breeze
池田市 牛蒡
池田市 焼肉ホルモン 石大
池田市 麺屋女王蜂
池田市 ナカミチショウテンボンバ
池田市 やきとり源
池田市 酔好
池田市 沖縄居小屋
池田市 カミナリ酒店
池田市 呑み処２９３
池田市 Lounge Bar Seven
池田市 シジュマセリ 池田店
池田市 のらばる
池田市 炭火焼鳥 銀のカメレオン
池田市 歩絵夢
池田市 Regalo da vino
池田市 ラウンジ アーバン
吹田市 大衆酒場 順
吹田市 金久右衛門  江坂店
吹田市 とんかつ 湖中 楽句
吹田市 mobetter 
吹田市 一品料理みか
吹田市 馬力食堂
吹田市 intime
吹田市 very
吹田市 焼鶏誠
吹田市 すずらん
吹田市 がんちゃん
吹田市 ONION
吹田市 金車
吹田市 旬家
吹田市 肉処倉 吹田グリーンプレイス店
吹田市 酒宵坂 仲りぃ
吹田市 水無月
吹田市 China dining 華nois
吹田市 菊日和

74 / 105 ページ



市町村名 施設名称

※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３年１２月２２日公表分）

吹田市 焼鳥とりQ
吹田市 やきとり一心
吹田市 八角
吹田市 カラオケ酒都
吹田市 Ｄｅｌａｙ
吹田市 飛車角
吹田市 寿司割烹なるを日本酒ダイニング福warai
吹田市 焼肉 薩摩
吹田市 久留米ホルモンみつ澤
吹田市 居酒屋まえもと
吹田市 和食英
吹田市 家庭料理 ほざな
吹田市 らーめん樹希
吹田市 Pine Village
吹田市 とよつ 壱や
吹田市 ダオフー江坂店
吹田市 韓食トントン
吹田市 デジャヴ
吹田市 ぶんぶんカステラ
吹田市 BAR優行扉
吹田市 鉄板居酒屋「もへじ」
吹田市 凡庫
吹田市 DILKHUS
吹田市 穴子印 江坂海鮮天婦羅おーうえすと
吹田市 インドネパール料理パプリカ
吹田市 BAR 日果
吹田市 黒日果
吹田市 ラウンジアリエス
吹田市 ドラゴンマン吹田店
吹田市 Cafe Eight
吹田市 ALFIES BAR
吹田市 お好み焼き鉄板焼き 千
吹田市 レコンフォルテ
吹田市 CLUBCHAINON
吹田市 YOIYA 宵夜 Off course
吹田市 COHAMA
吹田市 喫酒まつむら
吹田市 PIZZERIA CALORE
吹田市 寿司・居酒屋 万両
吹田市 たこやき王子 関大前店
吹田市 えん
吹田市 銘酒蔵 昌佳
吹田市 居酒屋 石竹亭
吹田市 食の彩 豊恋想
吹田市 唄える呑み処 直
吹田市 喫茶ドンキー
吹田市 ipsilon
吹田市 酔笑庵ぽんぽ
吹田市 東大門 とり鍋屋
吹田市 ＴＯＲＩＣＨ
吹田市 カラオケ花みずき
吹田市 シェルター（SHELTER）
吹田市 蔵
吹田市 蕎麦とお酒とおばんざい 鹿しま
吹田市 わかば
吹田市 ジョニーのからあげ関大前店
吹田市 LeVert Frais
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吹田市 食彩工房あきの
吹田市 Shot Bar Tiare
吹田市 プリシア
吹田市 炭.style
吹田市 花車
吹田市 うまか処烏
吹田市 居酒屋えいちゃん
吹田市 ローラン
吹田市 お食事呑み処 すずめ
吹田市 スナック 土瑠
吹田市 壺天
吹田市 ＰＯＲＴ ＬＵＺ （ポルト ルーシュ）
吹田市 中華料理 八番館
吹田市 バーブンブン
吹田市 IMPACT
吹田市 キッチン倶楽部 Restaurant Bar
吹田市 焼鶏かかし吹田店
吹田市 旬の環
吹田市 お好み焼き野の香
吹田市 居酒屋おはこ
吹田市 new S cafe ニュースカフェ
吹田市 カラオケ喫茶こぶしの花
吹田市 焼肉あさだ
吹田市 寿司 いわ本
吹田市 串カツ きんぎょ
吹田市 カラオケBAR KINGYO
吹田市 ちゃんこ鍋 時つ
吹田市 ステーキ.com
吹田市 スナック千里の駅
吹田市 ラウンジAQUA
吹田市 居酒屋麦わら
吹田市 味ごころ 僖楽
吹田市 SNACK ちえ
吹田市 てんぐ
吹田市 スナック凜香
吹田市 花風蘭
吹田市 m's kitchen
吹田市 ビストロバンブードール
吹田市 ハピネスプーン
吹田市 炭火焼き鳥一鶏
吹田市 BRASSERIE MOJA
吹田市 カラオケ喫茶ひばり
吹田市 中国料理明陽軒
吹田市 とよまる 豊。
吹田市 中国料理太志傳
泉大津市 居酒屋GOOD
泉大津市 創作おでん ごよう
泉大津市 牛串焼 昭和屋
泉大津市 沖寿司
泉大津市 楽座
泉大津市 立ち飲みバル タッタシーテ
泉大津市 グラッツィエ
泉大津市 ルチルクォーツ
泉大津市 Casual Kitchen N-51
泉大津市 鳥料理専門店 鳥せん
泉大津市 家族庵
泉大津市 鉄板ばる Furufuru食堂
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泉大津市 お好み焼きはなまる
泉大津市 碧aoi
泉大津市 スナックかな
泉大津市 TOMAS？
泉大津市 お好み焼きこんちゃん
泉大津市 たこ焼き天狗庵
泉大津市 ままこ
泉大津市 割烹 角わき
泉大津市 Ja × Ja House
泉大津市 碧海
泉大津市 焼肉鈴輝
泉大津市 居酒屋 おかん
泉大津市 UliUli dining×bar
泉大津市 居酒屋 なおさん
泉大津市 スナック玲子
泉大津市 肴、一品料理 だんだん。
泉大津市 カラオケ喫茶 ありんこ
泉大津市 焼き鶏ラタン
泉大津市 小門商店
泉大津市 Re:Noa
泉大津市 楽食居酒屋 笑
泉大津市 カラオケ喫茶ニューメッセージ
泉大津市 憩703
泉大津市 てぃえむ
泉大津市 タイレストランThian
泉大津市 酒房 枡
泉大津市 にぎわいや
泉大津市 季節料理よこ山
泉大津市 個室麺屋ひいらぎ 泉大津店
泉大津市 大衆割烹久留米
泉大津市 カラオケ道標
泉大津市 五月
泉大津市 台所ダンケちゃんちゃん
泉大津市 フジタカナスビ 本店
泉大津市 輝キラリ
泉大津市 ｇｕｅｓｔｒｏｏｍパール
泉大津市 太郎寿司
泉大津市 居酒屋福ちゃん
高槻市 日本酒ダイニング神楽
高槻市 Beer&Coffee月
高槻市 Fiore
高槻市 居酒屋金木犀
高槻市 ハウスろく
高槻市 Bar KinoPy
高槻市 あぶり肉丼 えんじゅう屋
高槻市 凛
高槻市 ベルフォーレ
高槻市 Comodo
高槻市 HIDEAWAY
高槻市 etoile
高槻市 やってまんがな４４
高槻市 お好みの焼き っぽい
高槻市 やす平
高槻市 Bar amitie
高槻市 さふらん８８店
高槻市 SHARE RESTAURANT tonda  立吞み 暇人
高槻市 Cafe&Bar 8
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高槻市 沖縄ダイニング 美ら彩
高槻市 けんくら
高槻市 中華はなさく
高槻市 すなっく十五夜月
高槻市 BAR DONAI
高槻市 midstream
高槻市 和の遊食 かい
高槻市 Ｓａｋｅ Ｂａｒ 芥
高槻市 日登実
高槻市 リラックスダイニング たご作 阪急高槻店
高槻市 まつむら
高槻市 旬菜 花ごよみ
高槻市 スナックピエロ
高槻市 ｍｏｓａｉｑｕｅ
高槻市 暖談
高槻市 やたい屋
高槻市 美酒居酒屋ひだまり
高槻市 be with you
高槻市 the club V.I.P.
高槻市 Bar ARNOU
高槻市 0909 8121(わくわくパイニイ)
高槻市 サマサマ
高槻市 炭火焼 かにかくに
高槻市 Reborn
高槻市 炭火料理 炭摂家
高槻市 BIRTH ACT
高槻市 居酒屋いっぽ
高槻市 Little Tree
高槻市 Makale'a
高槻市 タイレストラン サバイサバイ
高槻市 ききょうや
高槻市 スナックホームズ
高槻市 居酒屋宗さん
高槻市 旨楽幸酒NaNaYa
高槻市 とん平
高槻市 BAR  ISLAY
高槻市 VipspotRoman
高槻市 粉もん屋八 高槻店
高槻市 たこ焼き ええやん。
高槻市 ナイトスポット T&Y
高槻市 BAR CIRCUS
高槻市 ワインダイニングなかむら屋
高槻市 HATSUNE
高槻市 天神の湯 茶の間
高槻市 海の家 パイレーツ
高槻市 料理家三
高槻市 ＪＫカフェ
高槻市 Raffino高槻店
高槻市 Raffino城北店
高槻市 居酒屋泰平
高槻市 Mofus Cafe
高槻市 レストランシェトムテ
高槻市 あごだしらーめん越後屋
高槻市 居酒屋 宴家
高槻市 epi Italian&French
高槻市 旬菜厨房中中
高槻市 川安
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高槻市 鉄板串焼串すけ
高槻市 Enoteca Identita
高槻市 高槻カジュアル酒場 出口屋
高槻市 ロッキーハウス
高槻市 あけぼの寿し
高槻市 香港屋
高槻市 たこ焼き ひさご
高槻市 にわ・とりのすけ富田店
高槻市 鳥せゑ高槻店
高槻市 bar twig
高槻市 薩摩の牛太 寿栄店
高槻市 カンタムーチョ
高槻市 さくら
高槻市 ラウンジブルートレイン
高槻市 ミルキーウェイ
高槻市 dejavu
高槻市 鉄板焼居酒屋栄ちゃん
高槻市 Shot Bar Tale
高槻市 あした葉なかや
高槻市 焼肉幸蔵
高槻市 鶏酒場ちょびっと
高槻市 小龍飯店
高槻市 新生飯店 天川店
高槻市 膳
高槻市 旬彩魚庵 美蔵
高槻市 bar nightspot Ｋ
高槻市 お好み焼 がんちゃん
高槻市 Dolls
高槻市 おさかなと地酒凛太郎
高槻市 cafe&diner PLUTO
高槻市 ワイン酒場Ebisu
高槻市 天翔
高槻市 NORTHERN
高槻市 タイレストラン（アユタヤ）
高槻市 BAR HAーCHAN
高槻市 カラオケサロンかりん
高槻市 ここんが308号
高槻市 幸蔵Jrジュニア
高槻市 きくよし
高槻市 アモーレ
高槻市 串揚げ草馬
高槻市 檸檬樹を529
高槻市 創作居酒屋ふくみみ
高槻市 粋
高槻市 Lamitie
高槻市 Dimshel蕾
高槻市 お座敷barぐっさん
高槻市 鉄板鍋 焼肉 一心
高槻市 炭火やき鷄吉川
高槻市 Bistro La Ikkenme ビストロ ラ イッケンメ
高槻市 立ち飲み屋 盤石
貝塚市 焼肉屋 味乃里
貝塚市 カラオケM
貝塚市 喫茶グラン
貝塚市 欣とと
貝塚市 カラオケおんぷ
貝塚市 旬菜工房 遊味
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貝塚市 スナック琴
貝塚市 キッチンはっぴー
貝塚市 九平
貝塚市 YUKANclub
貝塚市 大心
貝塚市 KOCON
貝塚市 旬彩 あじと
貝塚市 茶庵 蔦
貝塚市 かさご食品工業
貝塚市 カラオケコアラ
貝塚市 コーヒーカルム
貝塚市 うさぎ
貝塚市 一凛
貝塚市 居酒屋 いっすい  
貝塚市 創作居酒屋いづみ
貝塚市 ステーキダイニング サンシャイン
貝塚市 旬彩食べ物屋なす
貝塚市 CAFE & BAR CHILL SPOT
貝塚市 水間ゴルフクラブ食堂
貝塚市 鉄板焼かってもん
貝塚市 カラオケスタジオニューロマン
貝塚市 パサトーレ
貝塚市 すなっく まめ
貝塚市 居酒屋＆からおけ喫茶ヒナタ
貝塚市 遊心
貝塚市 愛花夢
貝塚市 石才飯店
貝塚市 焼肉松ちゃん
守口市 JEWEL
守口市 おいでませ
守口市 相撲茶屋 琴櫻
守口市 バー皐月
守口市 居酒屋 ゆーみん
守口市 花まる亭
守口市 Hard Rock Bar VAMPIRE
守口市 スナック みなよ
守口市 酒楽まる
守口市 スナック with you 2nd
守口市 FOUR SEASON
守口市 スナックマック
守口市 焼肉味庵
守口市 焼鳥はじめ
守口市 Bistro Uno-un
守口市 NAKASONE 
守口市 BEER-STAND YAORA
守口市 花のれん
守口市 kitchen buzz
守口市 Re・Set
守口市 Eyes
守口市 カラオケ喫茶スナック ありあけ
守口市 居酒屋やよい
守口市 QUATTRO
守口市 喫茶らんぶる
守口市 居酒屋 みつ岡
守口市 呑み処みゆき
守口市 やきとり 六源
守口市 すし吉
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守口市 櫻家
守口市 居酒屋桐生
守口市 カラオケ喫茶ビアン
守口市 居酒屋上ちゃん
守口市 カラオケ Lu ・Pan
守口市 そば司 理
守口市 呂仁
守口市 居酒屋しん吉
守口市 和風居酒屋やすべえ
守口市 げんてん
守口市 ジャンビー
守口市 居食屋うえむら
守口市 やすべえはなれ
守口市 ＢＡＲ 羽屋Ｕｙａ 
守口市 かつ羅
守口市 呑呑呑
守口市 季まぐれdining七彩
守口市 焼鳥居酒屋 鳥倖
守口市 COULD
守口市 焼肉 安さん
守口市 肉のたじま
守口市 カラオケ チャンピオン
守口市 居酒屋舞
守口市 うどん屋こぞう
守口市 メリディアン
守口市 シェニシグチ
守口市 こたいち
守口市 大分からあげ とりげん
守口市 鮨喰処山河
守口市 カラオケ歌心
守口市 トライアングル
守口市 遊びBar Funkey
守口市 カラオケ喫茶＆スナック ちこ
守口市 喫茶紫苑
守口市 ダイニングバー グランシエル
守口市 Bar Bb'club
守口市 North Dining 神衣
守口市 いたや立ち呑み部
守口市 味肴房田
守口市 輪力
守口市 桂
守口市 焼肉居十汎
守口市 炙りや和―bistroふじ
守口市 バール  ジェニオ
守口市 居酒屋 さくら
枚方市 DARTS SPACE Barneys
枚方市 カラオケ喫茶りおん
枚方市 petit-ferme
枚方市 招華洞
枚方市 まるじゅう
枚方市 覇王樹
枚方市 ＠八喜屋
枚方市 FORM
枚方市 スナック響
枚方市 枚方大衆酒場sun
枚方市 枚方大衆酒場sun くずは店
枚方市 カラオケBAR優
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枚方市 居酒屋 八五郎
枚方市 喜助どん
枚方市 酒処よかよか
枚方市 くえ鍋あんどん
枚方市 カフェバー&カラオケ・あん
枚方市 ＳＮＡＣＫマリン
枚方市 まき
枚方市 カラオケあきちゃん
枚方市 歌声サロン乾杯
枚方市 創作串 賀川
枚方市 隠れ家月光
枚方市 備長炭火焼かくれや
枚方市 焼き鳥大吉
枚方市 れんと
枚方市 アジュール
枚方市 フィール
枚方市 マーレ
枚方市 PuB The Thistle
枚方市 創作和膳 うえだ
枚方市 冨すし
枚方市 スナック嵐
枚方市 磯っ子
枚方市 大寿司
枚方市 旬菜スタンドてんてん
枚方市 三代目たくちゃん牧野店
枚方市 Bar joujou
枚方市 スナック千と月
枚方市 伊加賀
枚方市 TAYUU
枚方市 食美人
枚方市 京正寿司
枚方市 Restaurant 鎌倉
枚方市 ラウンジR.e.x
枚方市 いっぱいらーめん
枚方市 海鮮花田
枚方市 春日園
枚方市 cafe Kirara
枚方市 珈琲蔵 津田店
枚方市 割烹ゆうな
枚方市 CAFE 117-55
枚方市 やきとり大助
枚方市 辻よし
枚方市 焼肉やっちゃん分店 枚方宮之阪駅前店
枚方市 唄と酒あかり
枚方市 和洋酒彩ダイニング 山﨑屋
枚方市 スナックみさ
枚方市 カラオケ俱楽部月うさぎ
枚方市 カラオケチャーミー
枚方市 おんぷハウス
枚方市 ラ・サンテ
枚方市 三代目たくちゃん星ヶ丘店
枚方市 立喰酒場粋
枚方市 寿司 すずな
枚方市 創作鉄板居酒屋BEJITA
枚方市 Bar O-BBA
枚方市 フレンチバルプラット
枚方市 snack Shiho
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枚方市 鍋千花
枚方市 クレープ・パスタＲＩＣＯ
枚方市 スナックCherry
枚方市 麺ダイニングじん
枚方市 和-Dining蔵
枚方市 やきとん酒場
枚方市 Cucina Fratello
枚方市 RIZZA DINING
枚方市 格寿司
枚方市 ritrovo
枚方市 みえこ
枚方市 割烹藤
枚方市 一品料理 茶々
枚方市 Cafe LuAna
枚方市 有限会社くずは一の谷
枚方市 炭火やきとり炭一
枚方市 3.cafe
枚方市 vainqueur
枚方市 焼肉処 和み
枚方市 居酒屋キラク
枚方市 ほほえみ
枚方市 和創屋 兆
枚方市 味ごころたていし
枚方市 カメリア
枚方市 居酒屋 隠れ処
枚方市 美食 結
枚方市 春
枚方市 援軍山
枚方市 Ｃｈａｒｏ
枚方市 スナック ふじ
枚方市 Rc Japan Group 河童ぼん音楽スタジオ
枚方市 WORLD ONE
枚方市 Beer House Hobbit
枚方市 有楽すし
枚方市 May's dinig
枚方市 fonte
枚方市 BRASSERIE TAMUTAMU 
枚方市 炭火焼鳥 八金亭
枚方市 cafe vivid
枚方市 JuJu
枚方市 スナックBerries
枚方市 Bar酒家
枚方市 Aoyama
枚方市 くずはホースマン
枚方市 NISSAN インド・ネパール料理
枚方市 鉄板焼き お好み焼き 味一
枚方市 喫茶 珈織
枚方市 窯焼ピッツァ食堂La Ponta
枚方市 スナック凛
枚方市 やたい
枚方市 カフェレスト19ハウス
枚方市 美ら海
枚方市 花那
枚方市 三代目たくちゃん
枚方市 BAR CrossRoad
茨木市 八剣伝 茨木玉櫛店
茨木市 ステーキ食堂ｇｒａｍ
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茨木市 スナック藍
茨木市 中華料理 龍
茨木市 彩食厨房あどあ
茨木市 L&M CHANCE
茨木市 おっげ
茨木市 笑素楽
茨木市 美福食堂
茨木市 料理屋 庵 いおり
茨木市 ボトル.K
茨木市 mr.kanso阪急茨木店
茨木市 昭和倶楽部 蕾
茨木市 萌え黄
茨木市 Little Wing
茨木市 海鮮丼鈴華
茨木市 ラウンジゆか
茨木市 cafe cactus
茨木市 家庭料理店JKC
茨木市 居酒屋遊
茨木市 ひろきや
茨木市 中華酒家香港
茨木市 オスロ
茨木市 いぐれっく
茨木市 晩酌家すみれ
茨木市 喫茶・らうんじ 窓
茨木市 酒菜花
茨木市 花苑
茨木市 焼肉料理さかもと
茨木市 NUDE
茨木市 LAZYBAR
茨木市 いばらき和牛俱楽部
茨木市 スナック僚
茨木市 Red Room
茨木市 CANDY
茨木市 遊食旬菜びいず
茨木市 FCUK@GE
茨木市 レストランR
茨木市 Lounge鍵
茨木市 ゆうづき
茨木市 Allegro le mariage
茨木市 Raffino
茨木市 Raffino JR駅前店
茨木市 わだつみ 海神
茨木市 渡や
茨木市 珉龍
茨木市 カイツ食堂 KAI-THUBAR
茨木市 中村商店 南茨木店
茨木市 American Karaoke Bar Natalie
茨木市 Bar kiki
茨木市 庵
茨木市 キッチンバル治兵衛
茨木市 居酒屋 小時 南茨木店
茨木市 JAMIN
茨木市 もつ鍋 まつり
茨木市 焼鳥 大吉
茨木市 中華ちゆー食堂
茨木市 ナイトスポットパームス
茨木市 Vaughan
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茨木市 たまのおいしいうちごはん 大久保
茨木市 Bar BLUE OCEAN
茨木市 集龍軒
茨木市 七輪旬菜かがり
茨木市 串かつうえつき
茨木市 PointBreak LIVE
茨木市 焼肉酒場 闘牛屋
茨木市 ほっかバル
茨木市 すがなみ
茨木市 829
茨木市 福すし
茨木市 家庭料理とお酒 えふ
茨木市 イタリア料理LamiasalaCalma
茨木市 一音
茨木市 スナック jin
茨木市 ennu!
茨木市 こなもん鉄板焼 はなきょう
茨木市 トラットリア ルナピエナ
茨木市 焼鳥ばーでぃー
茨木市 美食感なないろ
茨木市 ぽすと
茨木市 馬肉専門店桜
茨木市 八方寿司
茨木市 バーアズAZ's
茨木市 おでん専門店 花車
茨木市 スナック まりこ
茨木市 玄品茨木
茨木市 粉ものキッチンnobu's(ワイン＆鉄板ビストロnobu's)
茨木市 ゆうらい
茨木市 麵道而今茨木店
茨木市 カラオケスタジオ はなまる
茨木市 焼肉鶏料理 心亭
茨木市 一夢庵
茨木市 One.7
茨木市 スナック千扇
八尾市 will be
八尾市 ダイニングすえひろ
八尾市 Bar 333
八尾市 焼肉ホルモンの店つねちゃん
八尾市 肉彩酒場クアトロ
八尾市 海鮮串あげおたる
八尾市 旬菜料理 季の味
八尾市 ＭＡｒｃ
八尾市 舞恋都
八尾市 cafe&barMArc 
八尾市 遊食空間 晴ればれ
八尾市 旬彩小柳
八尾市 カラオケ喫茶さくら
八尾市 HOPS八尾店
八尾市 中華料理 海山
八尾市 鉄板焼ダイニング たろうず
八尾市 新喜八
八尾市 グリル輪ごん
八尾市 お好み焼き春美
八尾市 ちゃんこ茶屋いごっそう
八尾市 H.you
八尾市 ぼちぼち福万寺店
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八尾市 串兆
八尾市 ももち
八尾市 味どころ しょうらく
八尾市 寿々
八尾市 うまんま
八尾市 お好み店てん
八尾市 焼肉 しま乃
八尾市 スワロウテイル
八尾市 リメンバー
八尾市 焼肉 肉ちゃん
八尾市 西洋亭
八尾市 餃子食堂カミナリギャング
八尾市 ラヴィール
八尾市 食楽膳きらら
八尾市 Rush
八尾市 COCO
八尾市 ちょっと酒肴でんで
八尾市 Shakees Bar
八尾市 立呑み 佐伯
八尾市 MAKO家
八尾市 実の花
八尾市 串ひろ
八尾市 すず庵
八尾市 花吉
八尾市 CHAIN
八尾市 Xana
八尾市 soboa
八尾市 パスタハウスＭａ－ｃｈａｎ
八尾市 カラオケもも
八尾市 まるつね 山本店
八尾市 ウメモト
八尾市 喫茶カリメラ
八尾市 いまる
八尾市 Hanayaka Cafe
八尾市 369ミルク
八尾市 パスタアンドバール エッコラ
八尾市 グリルショップやの
八尾市 ほろ酔い処 涼酔
八尾市 中国菜館福龍園
八尾市 炭焼きキッチンとりこ
八尾市 Aki 
八尾市 串かつまる
八尾市 焼肉ふじき
八尾市 スナックチエ美
八尾市 山もと
八尾市 いり新
八尾市 さくらんぼ
八尾市 酒菜や
八尾市 こっちゃ
八尾市 とり焼たまる
八尾市 梓
八尾市 occhiali oga
八尾市 Link
八尾市 日本酒バー結
八尾市 バロンドール
八尾市 四季のおもてなし味彩
八尾市 カラオケ喫茶まちこ
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八尾市 Sienna
八尾市 一心食園
八尾市 串かつ こもり
八尾市 焼肉 さんかく
八尾市 料理菜々 きりん
泉佐野市 いずみうどん
泉佐野市 Makino
泉佐野市 チャイナキッチン まんち
泉佐野市 meme
泉佐野市 バー ロッソ
泉佐野市 Ａｎｅｌａ
泉佐野市 大衆酒場浜ちゃん
泉佐野市 酒とおばんざい あかり
泉佐野市 スナック BROS
泉佐野市 一杯飲み屋まめちゃん
泉佐野市 漁場
泉佐野市 アライブ
泉佐野市 インクジェット忍者
泉佐野市 Tres
泉佐野市 たまる
泉佐野市 IZAKAYAゑん
泉佐野市 OASIS
泉佐野市 焼肉らん
泉佐野市 KARAOKE 壱 ichi
泉佐野市 カラオケclubNOVA
泉佐野市 和風居酒屋しろ
泉佐野市 VIC鶏Ｙ
泉佐野市 酒房 枡
泉佐野市 ちどり
泉佐野市 Curry&bar jamy's
泉佐野市 ラーメン醤 泉佐野店
泉佐野市 そうさく料理てんきち
泉佐野市 居酒屋一の一
泉佐野市 お好み焼き彬
泉佐野市 グランカラオケ メトロ
泉佐野市 Roots
泉佐野市 ラ・トランピスタ
泉佐野市 ワインバーTeRRa＋泉佐野店
泉佐野市 居酒屋 呑花月
泉佐野市 俄
泉佐野市 カフェジュースト
泉佐野市 炭火焼肉五縁屋
泉佐野市 呑み処・食べ処 鈴
泉佐野市 大和食堂 泉佐野店
泉佐野市 若葉
泉佐野市 ちゃんぽん堂政勝軒
泉佐野市 チンギス
泉佐野市 カレーの店 Ｅａｔ ｉｔ
泉佐野市 ラウンジ 暖
泉佐野市 シカール
泉佐野市 瑞季
泉佐野市 お寿司
泉佐野市 炭火焼肉炭味
泉佐野市 ピッツェリア・エッセ・ディ・ピュ
泉佐野市 リストランテ アパパーチョ
泉佐野市 modern dining かがり   
泉佐野市 鉄板＆ダイニング NANDE
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泉佐野市 韓国料理 飛鳥
泉佐野市 スナック亜異人
泉佐野市 喫茶ドンキー
泉佐野市 竹宮商店
泉佐野市 山笑
泉佐野市 零 ZERO
泉佐野市 tana
泉佐野市 ちょっと不思議なカラオケうたってね
泉佐野市 美秀膳
泉佐野市 花鳥風月
泉佐野市 焼肉ひねちゃん
泉佐野市 おちゃわん
泉佐野市 八剣伝泉佐野店
泉佐野市 snack&barBINGO
富田林市 お好み焼 大門
富田林市 居酒屋ひょうたん
富田林市 創作おでん 大江
富田林市 ピットインオモヤズプレイス
富田林市 ラウンジ 来夢
富田林市 cafe dining apricot
富田林市 美佳月
富田林市 大いちょう
富田林市 麺匠 貴涼楓
富田林市 一夢庵
富田林市 多榮
富田林市 のみ楽 遊えん
富田林市 マウントエベレスト
富田林市 暮らし屋
富田林市 開屋本舗 ココベジ キッチン
富田林市 703
富田林市 グランドホテル二葉喫茶コーナー
富田林市 炭火 牛兵衛
富田林市 鉄板居酒屋きまま
富田林市 とんかつ利信
富田林市 スナックだるま
富田林市 スナック結
富田林市 明宝飯店
富田林市 KitchenBulldog
富田林市 アメリカンカフェ TAKE5
富田林市 INDIAN NEPALI RESTAURANT NAMASTE KITCHEN
富田林市 BAR ONE
富田林市 居酒屋蒼河
富田林市 天ぷら三丁目
富田林市 居酒屋はっちん須賀店
富田林市 やきとり大吉 富田林西口店
寝屋川市 GRACE
寝屋川市 カラオケPure II
寝屋川市 餃子の泰平
寝屋川市 居酒屋ひろ
寝屋川市 中国料理 満海
寝屋川市 Anu  an  cafe
寝屋川市 お好焼きみやま 
寝屋川市 地鳥亭
寝屋川市 ドルフィンプラス
寝屋川市 としのぶさん家の粉
寝屋川市 心々
寝屋川市 ステージM
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寝屋川市 活兵衛
寝屋川市 やまとや
寝屋川市 すずらん
寝屋川市 凛Rin
寝屋川市 旨居酒家 武
寝屋川市 椰々
寝屋川市 炭焼酒菜そてつ
寝屋川市 赤から香里園店
寝屋川市 クロスロード
寝屋川市 くわ焼 助角
寝屋川市 香里園大衆バル 志むらや
寝屋川市 三やたや
寝屋川市 広島どやさ
寝屋川市 TECO蔵/大阪うどんぶり
寝屋川市 クラブバツカス
寝屋川市 華と月
寝屋川市 鉄板焼酒場 はふう
寝屋川市 あんだぁ亭
寝屋川市 和洋彩酒MARU
寝屋川市 地酒い炉り焼き  福篭
寝屋川市 岩崎家
寝屋川市 すし宇羅
寝屋川市 包丁処ふじ野
寝屋川市 やまや
寝屋川市 カラオケ Bar foXY
寝屋川市 九州男
寝屋川市 Elen
寝屋川市 麺屋みずく
寝屋川市 おだはら亭
寝屋川市 マグエイト
寝屋川市 酒処かつみ
寝屋川市 MA   CHERIE
寝屋川市 北京
寝屋川市 東京 もんじゃ焼き もんじゃ屋
寝屋川市 うみびや
寝屋川市 小人の神様の台所
寝屋川市 村さ来寝屋川駅前店
寝屋川市 ベトナム料理ALO
寝屋川市 スナック あっぷる
寝屋川市 カラオケ喫茶実の里
寝屋川市 囲楽家宗まる
寝屋川市 呑み処こまり
寝屋川市 寄り処 あじさい
寝屋川市 炭火焼肉炎KICHI
寝屋川市 てこてこ小町
寝屋川市 鈴歌
寝屋川市 いっちゃんの店
寝屋川市 割烹 香里亭
寝屋川市 田仲商店
寝屋川市 濃厚煮干とんこつラーメン寝屋川石田てっぺい
寝屋川市 らーめんどんぞこ屋
寝屋川市 八
寝屋川市 焼きとり里
寝屋川市 美浜
寝屋川市 呑み処 さよ
寝屋川市 カラオケはぴねす
寝屋川市 コーヒーショップＡＢＣ新香里店
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寝屋川市 ねぼけ
寝屋川市 NAMASTEJI
寝屋川市 カラオケバー海風
寝屋川市 焼肉味喜園
寝屋川市 カラオケ居酒屋なな
寝屋川市 FOOD&BAR PLUS
寝屋川市 WaOn和音
寝屋川市 手羽っしょ 寝屋川店
寝屋川市 華
寝屋川市 昂kou
寝屋川市 ブラウン
寝屋川市 カラオケ喫茶ピノキオ
寝屋川市 ビストロ新
寝屋川市 さやか
寝屋川市 バークロノス
寝屋川市 オスカー
寝屋川市 フェザンレーヴ
寝屋川市 居酒屋 あたしンち。
寝屋川市 BROOKLYN CAFE
寝屋川市 BIRTH
寝屋川市 吉kichi
寝屋川市 Bar Aiba
寝屋川市 旬鮮やすらぎ
寝屋川市 Soul Kitchen 8
寝屋川市 美食屋こころ
寝屋川市 きっちんあっこ
寝屋川市 snack 愛染
寝屋川市 glam
寝屋川市 Bar RISE
寝屋川市 Snack Misty
寝屋川市 大蛸家
寝屋川市 サロンド イヴ
寝屋川市 居酒屋ゆえん
寝屋川市 カラオケ凛々
寝屋川市 焼鳥居酒屋こびと屋
寝屋川市 カラオケ居酒屋ICHOU
寝屋川市 Hello-G
寝屋川市 備前
寝屋川市 CAFE SONO VIVO
寝屋川市 居酒屋 のんき屋
寝屋川市 和食割烹てら内
寝屋川市 創作屋黒猫
寝屋川市 メニクラ
寝屋川市 旨いもん居酒屋近江
寝屋川市 カラオケともちゃん
寝屋川市 とん八
寝屋川市 居酒屋かやしま
河内長野市 大ふへん者
河内長野市 カラオケizu
河内長野市 散歩の途中みうら
河内長野市 Casual salon eve
河内長野市 割烹くわ多
河内長野市 チャイニーズキッチンTAKUMI
河内長野市 ねぎと卵
河内長野市 らぁめんhiro
河内長野市 つけ麺ダイニング麺一HAJIME
河内長野市 喫茶アンドスナックマミー
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河内長野市 心桜
河内長野市 ダイニングバーシュクレべべ
河内長野市 えびす亭
河内長野市 お花と野菜カフェ 野の花
河内長野市 たこ焼き いまや
河内長野市 くじらのしっぽ
河内長野市 グルメハウス プシューケ
河内長野市 酒菜工房 和
河内長野市 居酒屋おおきた
河内長野市 スナックルテシイア
河内長野市 居酒屋いろり
河内長野市 キッチン 孝心呂
河内長野市 やきとり やまや
河内長野市 カラオケことぶき
河内長野市 カラオケ青葉
河内長野市 Lamp
河内長野市 ZOO
松原市 和洋創作居酒屋丸
松原市 お好み焼き金太郎
松原市 彩味鶏
松原市 つぐみ
松原市 炭火焼肉 大和屋
松原市 カフェプリズム
松原市 トマト
松原市 肉彩でこ
松原市 常勝
松原市 喫茶ジェジェ
松原市 Ｊ's
松原市 来扇閣
松原市 串焼きまる
松原市 NOA
松原市 喫茶サラダ館
松原市 にこにこ亭
松原市 はしもと
松原市 スナック Crystal
松原市 ままや
松原市 創作dining FUKUJU
松原市 鶏バルEBIS
松原市 サニーサイドカフェ
松原市 葡萄の木
松原市 HIDEOUT
松原市 てつごろう
松原市 中国料理大河
松原市 Indo Neparu Restaurant Anita
松原市 Live&Bar K's2
松原市 花串ひら井
松原市 焼肉 池田
松原市 カラオケ喫茶 歌謡館
松原市 サウザント ベル
松原市 優花
松原市 フレンド
松原市 うえのみせ
松原市 居酒屋よっ写
松原市 かつ処らんかむ
松原市 ふぐ政松原店
松原市 そば カレー だいみょう
松原市 桂寿司
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松原市 味芳
松原市 カラオケ喫茶大連
松原市 あい
松原市 中華酒家 酔龍笑虎
松原市 麺酒屋GUNSガンズ
松原市 酒肴旬菜  彩
松原市 龍翔ラーメン
松原市 鳥峰
松原市 らー麺 藤吉 河内天美店
松原市 炭火焼肉ホルモン 真ちゃん
松原市 居酒屋心
松原市 やまと
大東市 沖縄料理つくし
大東市 風の街諸福店
大東市 喫茶ハニー
大東市 歩ら里
大東市 タチノミスタイルハチマルズ
大東市 ひだまり
大東市 菜色膳 あら平
大東市 ティファニー
大東市 スナック そよかぜ
大東市 居酒屋凛
大東市 Bar ON's
大東市 中華食堂せっちゃん
大東市 創作居酒屋MARUSUKE
大東市 福すし別館
大東市 スナックマミー
大東市 シロタ焼肉店
大東市 串かつ さき屋
大東市 居酒屋つた家
大東市 みやざき地頭鷄みやこ
大東市 SOLEIL
大東市 中華料理 大東飯店
大東市 ふくCafe
大東市 ソラ
大東市 創作旬肴 田
大東市 居酒屋わか
大東市 立飲み処 屋台のへそ
大東市 韓国食堂ぼんちゃん
大東市 SOL
和泉市 ゆきん家
和泉市 BLACKベリー
和泉市 おと葉
和泉市 Reon
和泉市 桃牛苑
和泉市 スナックキサラ
和泉市 スナックシャトル
和泉市 Oeuf Cafe（ウッフカフェ）
和泉市 みどり
和泉市 手打ちそば かけはし
和泉市 鉄板居酒屋ぐいぐい
和泉市 ぢどり亭
和泉市 豆一珈楽
和泉市 めん処みわ
和泉市 すいきょう
和泉市 たこ焼きかっちゃん
和泉市 笠沙
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和泉市 レモン
和泉市 一心
和泉市 喜連園
和泉市 お好み焼 とんとん
和泉市 カラオケ裕
和泉市 お好み焼たなか
和泉市 やきとり家三十六
和泉市 Standing BAL 如月
和泉市 たいたん鍋
和泉市 魔女
和泉市 72chai-makka
和泉市 輪ダイニング こころ庵
和泉市 居酒屋つどい
和泉市 ラヴィアンローズ
和泉市 居酒屋心
和泉市 麵鍋処とんこつ総本家大福家
和泉市 桜ら咲
和泉市 七施
和泉市 焼肉 久蒔
和泉市 焼肉くろちゃん
和泉市 居笑屋天国 和泉府中店
和泉市 Loco920*
和泉市 中国料理黒龍苑 内田店
和泉市 中国料理黒龍園 伏屋店
和泉市 食事とうどんの味緒吉
和泉市 ハレルヤ
和泉市 カラオケスタジオK.I
和泉市 らうんじ夢
和泉市 嘉平
和泉市 呑み処 亀
和泉市 DOWN TOWN
和泉市 やきとり大吉鶴山台店
和泉市 やきとりよろこんで
和泉市 お好み焼きマコ
和泉市 個室麺屋ひいらぎ 和泉府中店
和泉市 CAFE MANO
和泉市 めん処 万作
和泉市 酒菜家みやび
和泉市 レストラン プチラパンしんむら
和泉市 HIROMI
和泉市 庵
和泉市 aUntie
和泉市 オリーブ
和泉市 お好み焼きナンバーワン
和泉市 チエイ
和泉市 大邱
和泉市 日本料理和香
和泉市 2次会のお店share
和泉市 沖縄家庭料理の店琉球
和泉市 炭火やきとり鶏子屋
和泉市 とみ吉
和泉市 久
和泉市 スナック愛
和泉市 レストラン逵田
和泉市 Green room 
和泉市 蔵元
和泉市 koiba
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和泉市 カラオケベニ
和泉市 らーめんけいしょう
和泉市 いっぽ
和泉市 キッチンカフェミユキ
和泉市 Bar MACHIKADO
箕面市 Dining PLUS 358
箕面市 芦屋荘 大阪箕面店
箕面市 ステーキハウス千加良
箕面市 さざん
箕面市 yakinikuキッチンあさちゃん
箕面市 ラウンジ美乃
箕面市 あしや
箕面市 ダンケ箕面
箕面市 cafe＆bar GROW
箕面市 ホルモン ぼんすけ
箕面市 京屋
箕面市 はくちゃんパクちゃん
箕面市 四季菜ちから
箕面市 JOY Bar
箕面市 emu cafe（エミューカフェ）
箕面市 和み処 一彩
箕面市 Michiru Assiette Dessert 
箕面市 HERBAL INDO YOGA
箕面市 花の木
箕面市 炭火やきとり飛鳥
箕面市 menu
箕面市 昌平
箕面市 カラオケ喫茶 スナック 和
箕面市 Cafe&Bar'YORI'
箕面市 やきもん亭
箕面市 干物と燻製248
箕面市 焼肉処 銀花
箕面市 BENTOラクタ
箕面市 創作日本料理 さくら
箕面市 和（あえる）
箕面市 おでん 安達屋
箕面市 GMA
柏原市 ラウンジ華蓮
柏原市 季節一品料理 めい山
柏原市 酒膳えん
柏原市 喫茶nico
柏原市 割烹国弘
柏原市 へのへのもへじ
柏原市 アベーラ
柏原市 まぁーめいど
柏原市 牛山
柏原市 松の家
柏原市 Antoine(アントワーヌ)
柏原市 snack  Riko
柏原市 Sumire
柏原市 瑠璃のきらめきと
柏原市 徳島らーめんひろ家
柏原市 スナツク優
羽曳野市 居酒屋たかちゃん
羽曳野市 カラオケ奏 Kanade
羽曳野市 焼肉美濃吉
羽曳野市 カラオケ智
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羽曳野市 ボンニー
羽曳野市 3Beamwarung
羽曳野市 鳥鳥 古市店
羽曳野市 和楽
羽曳野市 鼓月
羽曳野市 焼肉 蔵
羽曳野市 三河鮨
羽曳野市 縁-enishi-
羽曳野市 えぼし
羽曳野市 つかさ寿し
羽曳野市 カラオケ喫茶プチ
羽曳野市 元気屋
羽曳野市 安樹
羽曳野市 より道きよせ
羽曳野市 かふう
羽曳野市 香港海鮮料理季し菜
羽曳野市 中華四川料理 祥園
羽曳野市 カラオケBAR Jun
羽曳野市 ＢＬＯＴＴＯ
羽曳野市 うなぎの和助
羽曳野市 カフェ峯屋
羽曳野市 宮崎地頭鶏料理と肴の店ゆたか
羽曳野市 吞み喰い処 ひとっちゃん
羽曳野市 お夢や
羽曳野市 一品料理 和
羽曳野市 タモッチャン
羽曳野市 ダイニングバー串の咲
羽曳野市 お好み焼き こぞう
羽曳野市 カラオケタムタム
門真市 亜律子の駅
門真市 焼肉篠
門真市 カラオケ喫茶ミミ
門真市 月心
門真市 Bar elephant stone
門真市 エルスリー
門真市 奥のほそ道
門真市 よってけ
門真市 ヨシ善
門真市 DEEP SEA
門真市 居酒屋たぬき
門真市 かすうどん 陽
門真市 食楽酒楽 しん
門真市 株式会社 浜野酒店 立ち飲み はまの
門真市 ＢＡＲ亀甲
門真市 居酒屋 佃伝
門真市 讃州うどんの庄 せと
門真市 ちゃんこ来伝
門真市 力寿司
門真市 中国料理 華ぐるま
門真市 炭火焼 守屋
門真市 スナックワンスモア
門真市 Dining&bar てげてげ
門真市 カラオケヤシの木
門真市 お食事処 くれよん
門真市 カラオケ・スナック男爵
門真市 K-3
門真市 喫茶サボテン
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門真市 ラウンジ縁
門真市 蛸仙人 萱島店
門真市 居酒屋マロ兄
門真市 Poleiro
門真市 金ちゃん
門真市 居酒家やんちゃ
門真市 きてや門真店
門真市 居酒屋 あおい
門真市 喫茶 世扉亜
門真市 もつ鍋の谷口
門真市 花
門真市 どさん子大将
門真市 三丁目ホルモン
門真市 パブスナック 黒美人
門真市 春満堂本店
門真市 串揚げ 繁 おばんざい
門真市 Spica
門真市 スナック ドルフィン
門真市 卯月
門真市 Pulau Bulan
門真市 食楽歌さくらんぼ
門真市 スナックゆき
門真市 居酒屋マルゲン
門真市 スナック アクア
門真市 スタミナ軒
門真市 千扇
門真市 お好みハウス ファミリー
門真市 らーめん嵐風
門真市 HEAVENSHELL
門真市 宝
門真市 ちょっと立ち飲み
門真市 ＲＯＵＧＥ
門真市 焼肉鶴園
門真市 ホルベジ
門真市 スナック美宝
門真市 恋・恋
門真市 焼肉松田
門真市 五鉄
門真市 ろくよん
門真市 トラットリア タンタフェリチッタ
門真市 居酒屋しまちゃん
門真市 四国本場 お好み焼き
門真市 Libre
門真市 ひゃくばん 
門真市 より道
門真市 吉鳥門真店
門真市 わらい
門真市 居酒屋きく
門真市 中華料理 てんほう
摂津市 寿司 海鮮料理 土佐っ子
摂津市 横浜家系ラーメン弁慶
摂津市 丸園
摂津市 お洒落スタジオカラオケ古都
摂津市 はなはな
摂津市 焼き鳥 道場 炭火居酒屋 道場
摂津市 炭火焼き鳥 とりふく
摂津市 とら丸
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摂津市 炭火七輪焼肉ジャンジャン
摂津市 馳どり屋
摂津市 旬菜遊食龍希
摂津市 炭火焼鳥時々牛アカツキ565
摂津市 カラオケ神
摂津市 まるたかうどん
摂津市 中国料理四川屋一創
摂津市 KOMOLEBI
摂津市 カラオケアクアライン
摂津市 NoMIKAN
摂津市 焼肉ホルモン朱
摂津市 K's latura
摂津市 らー麺 雄 正雀店
摂津市 地鶏居酒屋酔って鳥
摂津市 お好み焼ききよ
摂津市 ラウンジ洋子
摂津市 焼き鳥ダイニング葉月
摂津市 となり
摂津市 ぴえろ
摂津市 炭火焼 まこと家
摂津市 鉄板バル我友
摂津市 粉バルYU－GA
摂津市 居酒屋 ぐっさん家
摂津市 旬彩 白おじ
高石市 チャイナテーブル喜心
高石市 カラオケ酒場中村家
高石市 令和
高石市 ２３twentythree
高石市 スナック暁
高石市 土竜
高石市 金香楼
高石市 海鮮居酒家すし竜
高石市 焼肉酒場居心家
高石市 義経 羽衣店
高石市 居酒屋 殿来
高石市 家庭料理ながた
高石市 黒毛和牛 梅乃里
高石市 花朋
高石市 ふらっと
高石市 酒楽亭 楽しや
高石市 ようしょく焼き せーげん
高石市 力士料理天籟山
高石市 居酒屋すずらん
高石市 ひげじい
高石市 転石
高石市 串八丁
高石市 餃子の王将南海高石店
高石市 EN  
高石市 Vifasa
高石市 串カツそのだ
高石市 焼肉味楽
高石市 讃岐うどんなか川
藤井寺市 スナックMARU
藤井寺市 BOOZER
藤井寺市 いま壱
藤井寺市 焼鳥花風
藤井寺市 鶏と創作お台所 OHAKO
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藤井寺市 ラウンジＬＡＢＯＯＮ
藤井寺市 Cafe＆Bar Smile
藤井寺市 立呑み処 はるき
藤井寺市 shot bar K9
藤井寺市 たこ焼き・串カツバルG.o.
藤井寺市 すなっく楓
藤井寺市 胡桃屋 藤井寺店
藤井寺市 マルシン
藤井寺市 スナック釜山
藤井寺市 Y's
藤井寺市 韓国料理 済州
藤井寺市 スナック零 ZERO
藤井寺市 龍魚湾
藤井寺市 Ciel
藤井寺市 海眞
藤井寺市 からあげ酒場ゆうちゃん
藤井寺市 串揚げえびす亭
藤井寺市 Platinum
藤井寺市 チャンス
藤井寺市 ホルモンさつき
藤井寺市 ラウンジぼてじゃこ
藤井寺市 Fairy Earth
藤井寺市 カラオケ喫茶 ビッグスター
藤井寺市 バーシークレット
藤井寺市 102 DOMYOUJI MILK TEA&COFFEE
藤井寺市 居酒屋じゅん家
藤井寺市 お食事処平六
藤井寺市 天ぷら居酒屋 てん。
藤井寺市 LOOP前田商店沖縄キジムナー
藤井寺市 Hide-out
藤井寺市 たこ焼き鉄板焼笑
藤井寺市 イタリア料理プリモピアーノ
藤井寺市 焼肉 じゅうじゅう万
藤井寺市 MIXBARロベルタ
藤井寺市 一品料理ひらの
藤井寺市 中国料理三国
東大阪市 カラオケ スナック 酔姐美
東大阪市 酔処なんやかんや
東大阪市 お好み焼サボテン
東大阪市 なにわチキン 東鴻池店
東大阪市 味工房たもつ
東大阪市 cafe&bar No-Tumn
東大阪市 いま岡
東大阪市 焼肉Doya
東大阪市 こんぴらや
東大阪市 喫茶BB
東大阪市 カラオケ喫茶 こもれ美
東大阪市 やきにく番長
東大阪市 スナック由紀
東大阪市 OneorEight
東大阪市 カラオケB arありす
東大阪市 お好み焼き マルショウ
東大阪市 和・玄武
東大阪市 ファミリア
東大阪市 カラオケサウンドキューブ布施店
東大阪市 割烹 一景
東大阪市 あるとれたんと

98 / 105 ページ



市町村名 施設名称

※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３年１２月２２日公表分）

東大阪市 春夏冬
東大阪市 ラウンジ瑠樹
東大阪市 スナック バス江本店
東大阪市 おはな
東大阪市 季節一品料理鶴
東大阪市 Bar Andel
東大阪市 Belle
東大阪市 浜富寿し
東大阪市 大衆ホルモン焼肉 順
東大阪市 三六九
東大阪市 よし
東大阪市 家庭料理なごみ
東大阪市 居酒屋てっぴん
東大阪市 居酒屋きてや小川
東大阪市 竹すずめ
東大阪市 お好み焼池戸
東大阪市 芋づる
東大阪市 鐘鳥布施店
東大阪市 044プーチー
東大阪市 Marukoh kitchen
東大阪市 BAR縁
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 長栄寺ゆたか
東大阪市 Green field
東大阪市 sai
東大阪市 炉ばた漁火
東大阪市 居酒屋紫縁
東大阪市 Aragosta
東大阪市 ごはん屋えん
東大阪市 おでん酒庵飛鳥
東大阪市 カラオケパブシェネ
東大阪市 勝田や
東大阪市 すいすいアランビック
東大阪市 たんぽぽ
東大阪市 新喜八
東大阪市 ぽろとこたん
東大阪市 吾郎寿し
東大阪市 あじっこハウス
東大阪市 えばやん
東大阪市 扇すし
東大阪市 ROBATAえべっさん
東大阪市 良茶
東大阪市 グーdining
東大阪市 ちょいのみ
東大阪市 株式会社コノミヤ徳庵店 好屋
東大阪市 太助
東大阪市 ONI GYM BAR
東大阪市 オステリア・カルマ
東大阪市 居酒屋わらい
東大阪市 お好み焼き まさみ
東大阪市 中華料理高井田桃花林
東大阪市 ちろりん村
東大阪市 ラン
東大阪市 炭火焼鳥梅ちゃん
東大阪市 居酒屋ベンチ
東大阪市 お好み焼 とことん
東大阪市 集

99 / 105 ページ



市町村名 施設名称

※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３年１２月２２日公表分）

東大阪市 おはん
東大阪市 ロマン
東大阪市 スナックぼてぢゅう
東大阪市 ちどり亭
東大阪市 たこ一
東大阪市 居酒屋HANBUNKO
東大阪市 海鮮居酒屋 さとるちゃん
東大阪市 スナックミロ
東大阪市 やきとり大吉 大蓮東店
東大阪市 鶏焼商店一歩
東大阪市 KANADE
東大阪市 酒処はっぴー
東大阪市 ふたしな
東大阪市 遊倶楽部
東大阪市 串かつ川原田
東大阪市 四代目尾崎
東大阪市 焼肉本間
東大阪市 炭火焼鳥炭人
東大阪市 居酒屋 まる人
東大阪市 三都飯店
東大阪市 cafe7mm
東大阪市 一品香
東大阪市 シャレード
東大阪市 Tbar
東大阪市 やきとり大吉布施店
東大阪市 麺屋縁
東大阪市 みつこ
東大阪市 炭火焼鳥野武士
東大阪市 喫茶ター坊
東大阪市 CAFE＆SPORTS＆BAR aaR
東大阪市 カラオケ我がまま
東大阪市 得得東大阪菱屋店
東大阪市 カラオケ喫茶＆スナックしのぶ
東大阪市 串もん酒家 じげん
東大阪市 中華料理まいど
東大阪市 九重
東大阪市 Lounge s
東大阪市 めんばーずPaire
東大阪市 串揚げと炭火焼 串亀
東大阪市 ひょうたん食堂
東大阪市 ラウンジキララ
東大阪市 伸のよこ
東大阪市 味園
東大阪市 赤ちょうちん
東大阪市 スナック愛
東大阪市 はなきりん
東大阪市 桃次郎
東大阪市 ふぐたか
東大阪市 いたりあんIZAKAYA祐
東大阪市 楽天寿司
東大阪市 みっくんラーメン
東大阪市 みやこ食堂 株式会社みやこ
東大阪市 ダイニングバーガーゴ
東大阪市 銀寿司 太平寺店
東大阪市 HERDｓ
東大阪市 リンガーハット布施店 
東大阪市 来々軒
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東大阪市 元祖なにわの味かすうどんせいちゃん
東大阪市 海一
東大阪市 居酒屋将軍
東大阪市 居酒屋屋台
東大阪市 呑み処 しげぞう
東大阪市 焼肉・新鮮ホルモン 肉丸
東大阪市 ステーキレストラン桜香
東大阪市 酒処みち
東大阪市 OKADABAR
東大阪市 カラオケスナックヨリ
東大阪市 ミニィ
東大阪市 曼珠沙華
東大阪市 カラオケ 23
東大阪市 KAZU（カズ）
東大阪市 冩楽
東大阪市 酒菜亭秋
東大阪市 炭火焼肉 我流
東大阪市 キャロルハウス
東大阪市 コットンクラブ
東大阪市 炉ばた村祭り
東大阪市 ふっちゃん
東大阪市 来来
東大阪市 ＯＷＬ
東大阪市 とくら
東大阪市 中華料理 天宝
東大阪市 Bar Around
東大阪市 ジュリアン
東大阪市 ミツヤ鮨
東大阪市 食味園
東大阪市 ぢどり亭 布施店
東大阪市 スナックルック
東大阪市 SUN
東大阪市 南大門
東大阪市 Alive
東大阪市 カラオケきくはち
東大阪市 韓料理 李
東大阪市 居酒屋楽
東大阪市 一信
東大阪市 スナック ふぃっと
東大阪市 Le GAMiN
東大阪市 テッチャン鍋 肉料理 よし治
東大阪市 すえひろ
東大阪市 焼き鳥 夫婦
東大阪市 立ち呑み 三惠
東大阪市 居酒屋 松竹
東大阪市 昼顔
東大阪市 麵屋 清正
東大阪市 和彩葉
東大阪市 メンバーズラウンジ美都
東大阪市 天理スタミナラーメン東花園店
東大阪市 SNACKmama友
東大阪市 Lounge La.mer
東大阪市 焼肉 Kirari
東大阪市 和顔施
東大阪市 真心亭
東大阪市 島田製麺食堂鶏白湯専門店
東大阪市 ガーベラ
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東大阪市 神威
東大阪市 よしの
東大阪市 パラダイス
東大阪市 chillday
東大阪市 大新寿司
東大阪市 キャベツ焼近大前店
東大阪市 炭焼き焼き鳥吉四六
東大阪市 BAR cadeau de S
東大阪市 カラオケ有里
東大阪市 串かつ 串吟
東大阪市 いこい
東大阪市 FUN茶
東大阪市 Lotus
東大阪市 とりひで
東大阪市 スナツクカプリコーン
東大阪市 すずや
東大阪市 支那そば 灯が花 幸奴
東大阪市 珈琲工房
東大阪市 麺屋 工藤
東大阪市 カラオケ喫茶紅葉
東大阪市 iiEN coffee
東大阪市 KARAOKE しゃしゃ
東大阪市 ika–ika
東大阪市 カラオケとも
東大阪市 創作和食Dining朔楽SAKURA
東大阪市 居酒屋土佐
東大阪市 南アフリカワイン専門店 みたまり酒店 ワイン部
東大阪市 一喜 池島店
東大阪市 イワサンカイ
東大阪市 ラウンジリボン
東大阪市 SKY
東大阪市 大吉 俊徳道店
東大阪市 黄色い絵本
東大阪市 SUN
東大阪市 カラオケ喫茶かず
東大阪市 みよし
東大阪市 スナックＡーＺ
東大阪市 細見商店
東大阪市 すなっくＴiara
東大阪市 お好み焼き まつばら
東大阪市 ＯＮＥ
東大阪市 Scottish Pub Bridgend
東大阪市 笑蛸
東大阪市 ラウンジ セピア
東大阪市 立呑 結翔
東大阪市 ＆GOD アンドゴッド
東大阪市 すなっくひるね
東大阪市 ゾロ
東大阪市 pass
東大阪市 炭火バルsakura
東大阪市 炭火焼鳥 心
東大阪市 みよし酒蔵
東大阪市 しゃぶ吉 吉伸
東大阪市 ちび蔵
東大阪市 大衆食堂 クラブ美智子
東大阪市 メンバーズ TAKAKO
東大阪市 国産牛内臓専門店一燈屋
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東大阪市 ひぐちン家
東大阪市 駅前
東大阪市 創作串かつ専門店 串仙
東大阪市 輝吉
東大阪市 珉珉鴻池店
東大阪市 CAFE&BAR ROYALPORT(カフェアンドバーロイヤルポート)
東大阪市 BAR G-place
東大阪市 旨いもん屋suisui
東大阪市 Ｆｅ＇ｓ
東大阪市 大源
東大阪市 ＭＩＺＵＹＡ
泉南市 うどん・そばダイニング たにと
泉南市 うどん忠雅堂
泉南市 居酒屋やっさん
泉南市 カラオケBar M
泉南市 やきとり くらべェ－
泉南市 まつや食堂
泉南市 くろけん
泉南市 ほてい
泉南市 焼肉どん
泉南市 コーヒーハウス21 麻雀チャンス
泉南市 喫茶とき
泉南市 レストランたちばな
四條畷市 手打ちうどん和食くるまや
四條畷市 馳どり屋 忍ヶ丘店
四條畷市 スナックふうりん
四條畷市 カラオケ喫茶惠
四條畷市 和食中華ダイニング千行
四條畷市 スナック蓮
四條畷市 SHOT BAR K2S
四條畷市 喫茶地中海
四條畷市 中華料理 天星
四條畷市 清流庵
四條畷市 薪炭屋
四條畷市 カラオケ じゅんちゃん
四條畷市 La La
四條畷市 ホワイト&シガー
交野市 cafe&bar sucre
交野市 河内屋
交野市 馳どり屋 津田店
交野市 魚三
交野市 中華料理大元
交野市 やきとり居酒屋鳥藤
交野市 海鮮七輪焼まんさく
交野市 和酒の店 雫
交野市 串かつ みぶ家
交野市 はれらに食堂
交野市 じゅわぢゅわ工房セーラ
交野市 SOLEIL CAFE
交野市 やきとり大吉交野店
交野市 ふるさと
交野市 スナックすみれ
交野市 中華厨房やまぐち
交野市 カラオケ喫茶ＹＵＲＩ
交野市 カラオケ居酒屋やすこ
交野市 星の森
交野市 やきとり串いち
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大阪狭山市 standbar Nest
大阪狭山市 イル・ディスティーノ
大阪狭山市 ぎょうざ屋 実は...29
大阪狭山市 アーラキッチン
大阪狭山市 ももの木
大阪狭山市 JOKER
大阪狭山市 懐石 和艸庵
大阪狭山市 鳥福
大阪狭山市 ジュリアン
大阪狭山市 大いちょう 狭山店
大阪狭山市 Giuda Ballerino !
大阪狭山市 スキヤキ風鉄板鍋 笑家
大阪狭山市 Dining わさび
大阪狭山市 ミモザ
大阪狭山市 スナック奈々
大阪狭山市 立ち呑み処ひろ
大阪狭山市 PIZZERIA E OSTERIA MASSIMO 
大阪狭山市 居酒屋はっちん狭山店
大阪狭山市 はりまや
大阪狭山市 金剛酒場フリースタイル
大阪狭山市 炭火焼イタリアンラパーチェ
阪南市 居酒屋 喜楽人
阪南市 カラオケスタジオ彩歌
阪南市 カラオケ優
阪南市 カフェ アラムクルクル
阪南市 呑み処日和
阪南市 阪南洋風食堂 Cou Cou(クゥクゥ)
阪南市 お好み焼G E N JＩ
阪南市 カラオケ華
阪南市 居酒屋善zen
阪南市 スナック だんぷ
阪南市 カラオケスナック24
島本町 ダイニングbar愛嬌
島本町 再会
島本町 Charm BAR
島本町 たこ元まる・まる
島本町 Go Star Indian Curry ＆Bar
島本町 Goカラオケ
島本町 焼鳥さつま
島本町 居酒屋 ヨコちゃん
豊能町 かめたに
豊能町 中華料理喜泰園
豊能町 喫茶かりな
忠岡町 スナックPoohさん
忠岡町 やきとり大吉忠岡店
忠岡町 越中五位山村
忠岡町 スナックミィ
忠岡町 鶏人
忠岡町 Happy☆Rabbit
忠岡町 寿美樹
忠岡町 スナックみゆき
熊取町 はじめ
熊取町 ひげざる
熊取町 柳-Ryu-
熊取町 喫茶カラオケみわ
熊取町 コーヒーショップひまわり
熊取町 カフェバーA＆J
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熊取町 ビストロ リュドラガール
熊取町 テッパンバル じゅじゅ
熊取町 やきや
熊取町 こんぴら
熊取町 四川火鍋 辣王
熊取町 きっさ たまねぎ
熊取町 エムズダイナー
熊取町 味の里
熊取町 居酒屋 四季
田尻町 カラオケほっこり
田尻町 愛花
田尻町 カラオケ ピース
岬町 朝日亭
岬町 Seaside Cafe SNAFKIN
岬町 酒ショップますだ
岬町 パーティーハウス喫茶 海岬
岬町 カフェバーオリーブ
河南町 いこいの場かえる
河南町 LiLy
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