
市町村名 施設名称

大阪市都島区 あざみ
大阪市都島区 カラオケスタジオハッピー
大阪市都島区 フィリピンパブマリン
大阪市都島区 スナック new ハイハイ
大阪市都島区 カラオケ喫茶 ハナイロ
大阪市都島区 ありばば
大阪市都島区 ＴＯＭ ＤＯＯＬＥＹ
大阪市都島区 カラオケステージダイアナ
大阪市都島区 たこ焼まっちゃん
大阪市都島区 カラオケ喫茶 さーくる
大阪市都島区 ShotBar-DEN-
大阪市都島区 Voice
大阪市都島区 美女ビジョン
大阪市都島区 新和食きくい
大阪市都島区 すなっくすずらん
大阪市都島区 Lady Bird
大阪市都島区 フード&スタンドバー＃３
大阪市都島区 炭火焼鳥なかんむり
大阪市都島区 結月
大阪市都島区 串カツ赤と黒
大阪市都島区 BAR琥珀
大阪市都島区 ダ・ウ－ゴ
大阪市都島区 焼肉 正
大阪市都島区 おでん居酒屋パドッ区
大阪市都島区 ミミズクカフェ
大阪市都島区 八宝亭
大阪市都島区 La mammina
大阪市都島区 KANSAI
大阪市都島区 南おたり
大阪市都島区 和ごみ家 ぶん吉
大阪市都島区 文の助茶屋 モール京橋店
大阪市都島区 Darts House Reve
大阪市都島区 CHIKI CHIKI
大阪市都島区 街の灯
大阪市都島区 全力少女
大阪市都島区 鉄丸 kishyan
大阪市都島区 炭焼地鶏楽や
大阪市都島区 小よし
大阪市都島区 Poppin' Time
大阪市都島区 Doru
大阪市都島区 なかよし
大阪市都島区 かき小屋フィーバー京橋駅前店
大阪市都島区 カラオケ喫茶タムラ
大阪市都島区 河ちゃん
大阪市都島区 杉の子パートⅡ
大阪市都島区 きむらや
大阪市都島区 BAR杉の子
大阪市都島区 淡路島市場おのころさん京橋店
大阪市都島区 色鷄

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2月7日公表分）
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大阪市都島区 とり銀 京橋駅前店
大阪市都島区 Bar YMT
大阪市都島区 うまい酒と肴山乃家
大阪市都島区 カラオケ喫茶栞
大阪市都島区 鴨屋鴨いち
大阪市都島区 京橋 京すし
大阪市都島区 串酒場チチカブ
大阪市都島区 五月
大阪市都島区 モンテプリモ
大阪市都島区 豚ステーキブタのやーつ Barstory
大阪市都島区 株式会社ヤマニ
大阪市都島区 居酒屋彦治
大阪市都島区 お食事処てる
大阪市都島区 鉄板焼 大作家
大阪市都島区 居酒屋＆ダイニング優姫
大阪市都島区 スナック仁美
大阪市都島区 笑が家
大阪市都島区 牡丹江
大阪市都島区 和風バール『鳥羽屋』
大阪市都島区 オーガニック料理とお酒のお店旬彩ダイニングmanna
大阪市都島区 インド料理 アルナーチャラム都島店
大阪市都島区 Ｌｏｖｅ＆Ｐｅａｃｈ：ＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＢａｒ
大阪市都島区 舫
大阪市都島区 小料理屋温
大阪市都島区 EI-KA
大阪市都島区 DiningBar Fe
大阪市都島区 串処一龍
大阪市都島区 パブラウンジ ヒーロー
大阪市都島区 ほっこり家
大阪市都島区 炭火焼鳥 吉鳥 都島本通店
大阪市都島区 スナック 魔女
大阪市都島区 y² club
大阪市都島区 おばんざいBar 蓮
大阪市都島区 LOKAHI
大阪市都島区 ペパーミント
大阪市都島区 フォーカスパートⅡ
大阪市都島区 天下一品 京橋店
大阪市都島区 玄風舘桜
大阪市都島区 鳥正
大阪市都島区 JAN☆JAN
大阪市都島区 鶏と豚 マンバ
大阪市都島区 鳥休
大阪市都島区 Sameshima Coffee Roastery ANGLER
大阪市都島区 バーレーゾンデートル
大阪市都島区 はしま
大阪市都島区 BAR MOSSO
大阪市都島区 だるま屋本舗京橋店
大阪市都島区 串カツ田中京橋店
大阪市都島区 HEAVENSKITCHEN BOOST
大阪市都島区 BAR MUDDYWATER
大阪市都島区 喫茶一番
大阪市都島区 大衆酒場ハナシ
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大阪市都島区 きっちん。BAKU
大阪市都島区 たこ焼き ZiPANG  都島店
大阪市都島区 旬彩ばん東
大阪市都島区 さくらの都
大阪市都島区 ｓａｋｕｓａｋｕ
大阪市都島区 百里香
大阪市都島区 長一 片町店
大阪市都島区 てんぷら酒場純
大阪市福島区 鷺州やまがそば
大阪市福島区 六つ車
大阪市福島区 奥川酒店
大阪市福島区 リッチ３番館
大阪市福島区 松嵐
大阪市福島区 まりも
大阪市福島区 (株)山本 呑処 やまもと
大阪市福島区 楽
大阪市福島区 ビードロ亭
大阪市福島区 鶏海山の幸おかだ
大阪市福島区 BAR RENEE
大阪市福島区 マルガリータ 野田店
大阪市福島区 フレンチレストランEvoluer 
大阪市福島区 まぜ麺ｍａｈｏｒｏｂａ
大阪市福島区 Shu inoue
大阪市福島区 串やまが
大阪市福島区 串あげ 髭政
大阪市福島区 玉家
大阪市福島区 ほんだ
大阪市福島区 豆房
大阪市福島区 串カツ酒場福島店
大阪市福島区 メキシコビーフ鉄板食堂aprecio
大阪市福島区 よってや
大阪市福島区 Bar Moment Fukushima
大阪市福島区 串かつ場ぁ聖天堂 福島本店
大阪市福島区 やきとん屋 きわみ
大阪市福島区 スナック風゜ぷう
大阪市福島区 Donポチャ 野田店
大阪市福島区 将棋barルゥク
大阪市福島区 二軒目
大阪市福島区 赤禿酒店
大阪市福島区 ジェラフル海老江店
大阪市福島区 とれたて農園ＰｏｒｃｏＦａｒｍ
大阪市福島区 鶴心
大阪市福島区 お好み酒家「ん」福島店
大阪市福島区 居酒屋ENO
大阪市福島区 糀矢商店
大阪市福島区 寿司処 海屋
大阪市福島区 利き酒bar花音
大阪市福島区 さくら肉と旬のよかもん KURAMA(くらま)
大阪市福島区 秋久
大阪市福島区 匡ちゃん
大阪市福島区 旨味食堂べじ吉
大阪市福島区 スナック毬
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大阪市福島区 季節の肴と酒処 大くぼ
大阪市福島区 鮨 てんしょう
大阪市福島区 mama's kitchen市力
大阪市福島区 レストランノンナ
大阪市福島区 Ange
大阪市福島区 二番どり
大阪市福島区 ハチマル蒲鉾
大阪市福島区 野田園
大阪市福島区 キラワレ餃子
大阪市福島区 玄品 福島
大阪市福島区 STAND TIGER TIGER
大阪市福島区 GIVERNY
大阪市福島区 透泉
大阪市福島区 夫婦うどん 野田阪神店
大阪市福島区 REIMS
大阪市福島区 本店 上等カレー
大阪市福島区 とんかつ道場
大阪市福島区 ロング
大阪市福島区 焼肉 千成
大阪市福島区 かみおか食堂
大阪市福島区 北京飯店
大阪市福島区 気まぐれビストロジジ
大阪市福島区 Kimagure French黒猫
大阪市福島区 加津屋
大阪市福島区 てんびん
大阪市福島区 多幸屋3組
大阪市福島区 さぼてん
大阪市福島区 Ｆ＇ｓｓｔｏｎｅｓ
大阪市福島区 カレーハウスT＆A 福島西店
大阪市福島区 ほっこり酒菜 あん
大阪市福島区 Jun
大阪市福島区 酔歌
大阪市福島区 八万
大阪市福島区 福乃城
大阪市福島区 もみじ亭
大阪市福島区 珈琲と定食MoRiSaN
大阪市福島区 La Calletta
大阪市福島区 カフェ・エ・ビストロ ボンヌシェール
大阪市福島区 大衆ホルモン金ちゃん福島style
大阪市福島区 活魚と旨い肉わが家
大阪市福島区 ＫＯＺＭＩＣ長屋バー
大阪市福島区 ぎんがだむ
大阪市福島区 こなつ
大阪市福島区 立呑ぱぐちゃん
大阪市福島区 赤垣屋野田阪神店
大阪市福島区 Wine Bar LIEN
大阪市福島区 串ぼうず
大阪市福島区 鮨工房ながまさ
大阪市福島区 SEE-YA
大阪市福島区 スナックMIMI
大阪市福島区 しゃぶしゃぶじゃこう
大阪市福島区 あさ川
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大阪市福島区 福島酒場
大阪市福島区 食汐風
大阪市福島区 菜食酒房はぐみ
大阪市福島区 三代目 うめきち
大阪市福島区 北新地かじ
大阪市福島区 とよ
大阪市福島区 スナック愛
大阪市福島区 ＣｙｃｌｅＢａｓｅＫＩＵＣＨＩ
大阪市福島区 焼 野田阪神店
大阪市福島区 南風
大阪市福島区 串 すえひろ
大阪市福島区 新梅田研修センターレストラン
大阪市福島区 PALM1987
大阪市福島区 茶園町かたえ
大阪市福島区 肴と鮨ほしつき
大阪市福島区 カラオケ村井
大阪市福島区 あっぱの休日
大阪市福島区 炭香Ｔ２
大阪市福島区 海物焼 新島水産
大阪市福島区 焼肉ホルモン山田
大阪市福島区 手料理 右近
大阪市福島区 餃子 さんかく
大阪市福島区 ワイングラース
大阪市福島区 あんばらんす
大阪市此花区 マーチス
大阪市此花区 地鶏食彩 陶
大阪市此花区 すなっく 涼風
大阪市此花区 焼鳥 和
大阪市此花区 らーめん龍神
大阪市此花区 蕎麦居酒屋 樹楽
大阪市此花区 カラオケ喫茶ROSE
大阪市此花区 串かつ処 たちばな
大阪市此花区 居酒屋 SO-SO
大阪市此花区 Love
大阪市此花区 串かつ一力
大阪市此花区 バルマルガリータ西九条店
大阪市此花区 １０１わんおーわん
大阪市此花区 居酒屋 幸っちゃん
大阪市此花区 お食事処酒処千
大阪市此花区 カラオケハウス静
大阪市此花区 カラオケパートナーFLA-TTO40
大阪市此花区 ユキ
大阪市此花区 福寿司
大阪市此花区 伊予寿し
大阪市此花区 スナック心
大阪市此花区 大和家
大阪市此花区 万吉千鳥橋店
大阪市此花区 とんとん飯店
大阪市此花区 博多ラーメンげんこつ 四貫島店
大阪市此花区 POM
大阪市此花区 ゆるり処えにし～縁～
大阪市此花区 ながさき本店
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大阪市此花区 お好み焼きパーラー染
大阪市此花区 ダンヒル
大阪市此花区 味楽
大阪市此花区 平安苑
大阪市此花区 焼き屋 武
大阪市此花区 お好み焼 くにちゃん
大阪市此花区 海坊主
大阪市此花区 しん左衛門
大阪市此花区 さくら
大阪市此花区 ニューステップ
大阪市此花区 OCEAN
大阪市此花区 スナック宇治
大阪市此花区 アトリの鐘と葡萄の葉
大阪市此花区 牛元 梅香店
大阪市此花区 居酒屋大盛屋
大阪市此花区 とさ一
大阪市此花区 微魔女
大阪市此花区 あんとん
大阪市此花区 ＢＲＡＮＤ ＮＥＷ
大阪市此花区 てっぱん居酒屋 こてこて
大阪市此花区 串まん西九条店
大阪市西区 地鶏と美味い酒の店 ひっとべ
大阪市西区 哈爾 飯店
大阪市西区 ＩＴＡＬＩＡＮ ＢＡＲ ＶＥＲＤＥ
大阪市西区 丸万
大阪市西区 ＦＬＹ
大阪市西区 炭火焼鳥 とり小僧
大阪市西区 京町や吉むら
大阪市西区 江戸堀
大阪市西区 キシャル
大阪市西区 BARつちのこ
大阪市西区 炭火焼鳥 昌太郎
大阪市西区 炭火焼肉とくとく
大阪市西区 レストランラナ
大阪市西区 旨手羽家九条店
大阪市西区 デュファム
大阪市西区 Coffee Roughnecks
大阪市西区 Caldo
大阪市西区 割烹あお木
大阪市西区 pizzeria osteria la ROCCIA
大阪市西区 FUTURO 
大阪市西区 浜焼太郎 西本町店
大阪市西区 介
大阪市西区 Pimer
大阪市西区 ATARIZZA（アタリピザ）
大阪市西区 すなっく かわい
大阪市西区 PASSE
大阪市西区 そば処みまさか
大阪市西区 THE LAZY
大阪市西区 天后
大阪市西区 Long-a long
大阪市西区 肉バルbrother
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大阪市西区 酒味処  ごろごろ亭
大阪市西区 ベジータ
大阪市西区 ちから食堂
大阪市西区 粉右衛門
大阪市西区 安井酒店
大阪市西区 立ち呑み にこにこ
大阪市西区 福里商店 立ち呑み ふくり
大阪市西区 38
大阪市西区 たこ秀
大阪市西区 中華料理若水
大阪市西区 live house Mrs.Dolphin
大阪市西区 このや
大阪市西区 麺処天川
大阪市西区 Stella
大阪市西区 飛行船スタイル南條
大阪市西区 餃子ダイニング ミチュカ
大阪市西区 魚料理ささら
大阪市西区 お好み焼き 華
大阪市西区 Indian Nepal Restaurant and Bar SIDDARTHA
大阪市西区 素敵家
大阪市西区 焼肉花
大阪市西区 えん魔家
大阪市西区 シダラタ新町店
大阪市西区 シダラタ阿波座本店
大阪市西区 アヴケッラ Avvcchella
大阪市西区 GRILL＆BAR SUNTRAP
大阪市西区 クックドゥイケダ
大阪市西区 喫茶エコノマ
大阪市西区 唯一無二
大阪市西区 三豊麺 西本町店
大阪市西区 自家製うどん中西
大阪市西区 天ぷらうえの
大阪市西区 pawcafe
大阪市西区 カラオケ喫茶めだか
大阪市西区 AJ
大阪市西区 YAKITORI NSP
大阪市西区 ココバナナ
大阪市西区 心間
大阪市西区 bar HONEY
大阪市西区 せんべろ酒場ぴーす
大阪市西区 カグノミ堂
大阪市西区 こだわりらーめんカフェ壺水天
大阪市西区 エース
大阪市西区 広島風お好み焼き孔雀亭
大阪市西区 コジーナ邸
大阪市西区 麺ヒーロー奏
大阪市西区 You&U'sClub
大阪市西区 ネオショットバー
大阪市西区 百寿
大阪市西区 有限会社成金屋食堂
大阪市西区 そば処つなぎ
大阪市西区 PARTY
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大阪市西区 カレーハウスT＆A 京町堀店
大阪市西区 いつもの処
大阪市西区 北八方
大阪市西区 Alffo Records
大阪市西区 まる阿波座店
大阪市西区 泳ぎふぐ専門店ふぐ安
大阪市西区 鮨MAU
大阪市西区 居酒屋たぬき
大阪市西区 美藤珈琲
大阪市西区 花
大阪市西区 鉄板焼 もんじゃ焼 ひいろ 新町店
大阪市西区 Cua Delicatessen
大阪市西区 喫茶サミヂ
大阪市西区 浜ちゃん
大阪市西区 割烹うゑだ
大阪市西区 仁左衛門
大阪市西区 焼肉たつみや
大阪市西区 bar masterroom
大阪市西区 SCALA
大阪市西区 京町堀 莉玖
大阪市西区 でんでんむし
大阪市西区 酒と肴おかだ
大阪市西区 RING
大阪市西区 ch@nt
大阪市西区 スナック MON
大阪市西区 ブッキング青葉
大阪市西区 PANE e VINO OTA
大阪市西区 ねぎ焼きお好み焼き至福
大阪市西区 パルク
大阪市西区 HOTEL THE ROCK
大阪市西区 VIDA LATINA Artists Cafe & Bar
大阪市西区 しぜんバル パプリカ食堂 Vegan
大阪市西区 おばんざい山本屋
大阪市西区 安土
大阪市西区 康福
大阪市西区 炭焼きジョニーウツボキッチン
大阪市西区 POLVERE
大阪市西区 Ｂａｒ＆Ｃａｆｅ Ｍｏｒｉｅ
大阪市西区 株式会社AWA-WA
大阪市西区 インドネパールレストラン＆バー ヒマラヤン
大阪市西区 吉林菜館
大阪市西区 台湾料理味軒 阿波座店
大阪市西区 angel
大阪市西区 ボクらのキッチン
大阪市西区 SPICY BUCK
大阪市西区 路地裏食堂 cinq
大阪市西区 洋食Revo 靭公園店
大阪市西区 POST
大阪市西区 蕎喜
大阪市西区 ニクスタンドＥＮ
大阪市西区 Smile Kitchen
大阪市西区 麺屋ＴＡＫＡ
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大阪市西区 イタリア食堂あなろじか
大阪市西区 Soul.K
大阪市西区 たわら家
大阪市西区 金鼎軒
大阪市西区 海鮮酒場海だより
大阪市西区 西海岸
大阪市西区 居酒屋喜多呂
大阪市西区 大衆鉄板焼テコ屋
大阪市西区 やまなか らーめん
大阪市西区 お燗 やまなか
大阪市西区 鉄板ダイニングＯＫＯＮＯＭＩＹＡ
大阪市西区 韓国料理BABSIM
大阪市西区 鮪寿司蔵マス
大阪市西区 LOS SITIOS
大阪市西区 Corner Stone Bar
大阪市西区 CROISEE
大阪市西区 焼肉レストラン登ら志
大阪市西区 美味食楽えらぶ
大阪市西区 呑みどころ卯
大阪市西区 かあにばる
大阪市西区 江戸堀商店
大阪市西区 やまごや
大阪市西区 じん
大阪市西区 あっちち本舗 松島新地店
大阪市西区 かっちゃん食堂
大阪市西区 旬菜鮮魚 新町源平
大阪市西区 珈琲館
大阪市西区 喜心
大阪市西区 ぢどり亭九条店
大阪市西区 茶美
大阪市西区 ステーキハウス トライ 肥後橋店
大阪市西区 EL CAMINO
大阪市西区 MARCA
大阪市西区 フリーク
大阪市西区 新町やまがそば
大阪市西区 セゾン・デリカフェ
大阪市西区 鶏料理居酒屋 勝よし
大阪市西区 地鶏焼肉焼肉阿波座店
大阪市西区 酒道場 ビビビビ
大阪市港区 居酒屋 樹
大阪市港区 仲野酒店
大阪市港区 ソアラ
大阪市港区 石焼き鉄板焼き まるにまる
大阪市港区 わいわい館 カラオケみち
大阪市港区 竹園
大阪市港区 かりやま
大阪市港区 お好み焼き 小麦
大阪市港区 活魚料理 さかえ
大阪市港区 居間蔵屋
大阪市港区 立ち呑みBALMAMASandPAPAS
大阪市港区 欧風料理ピエスモンテ
大阪市港区 創作寿司ひかり
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大阪市港区 CROSS
大阪市港区 炉端焼き芝苑
大阪市港区 大阪たこ焼き本舗昌也
大阪市港区 うを市
大阪市港区 七人の盗賊
大阪市港区 和イタリアンSAKABAいちえ
大阪市港区 Secret Bar Black Velvet 
大阪市港区 居酒屋竜馬
大阪市港区 笑談酒場たわけ
大阪市港区 牛ホルモン呑処千
大阪市港区 串かつ いろは
大阪市港区 shiraz
大阪市港区 やきとり大吉弁天中央店
大阪市港区 ちりとり鍋田中本店
大阪市港区 ほろ酔い処新鉄丸
大阪市港区 BAR志まづ
大阪市港区 海馬
大阪市港区 カレーハウスT＆A 港通南店
大阪市港区 mon doux vie
大阪市港区 富士屋酒店
大阪市港区 弁天町番屋
大阪市港区 千両寿司
大阪市港区 串カツ なべやん
大阪市港区 SHE, SIDE DINER
大阪市港区 木村賢酒店
大阪市港区 修
大阪市港区 COSME
大阪市港区 大輪
大阪市港区 立呑み木村屋
大阪市港区 BB
大阪市港区 台湾料理味軒 港店
大阪市港区 炭火焼肉 銅羅
大阪市港区 立呑み Saku39
大阪市港区 居酒屋串べぇ
大阪市港区 港見世 濱
大阪市港区 くらちゃん
大阪市港区 大和庵 港店 大和屋吉ちょむ
大阪市港区 中国料理 福城
大阪市港区 KINGKAN
大阪市港区 ゴン太
大阪市港区 味味
大阪市港区 お食事処 のなか
大阪市大正区 Bar GOLD ５８
大阪市大正区 まるしん食堂
大阪市大正区 居酒屋 一丁目
大阪市大正区 ホルモンおーちゃん
大阪市大正区 居酒屋ごん太の家
大阪市大正区 串焼ぴよぴよ
大阪市大正区 スナック ミカ
大阪市大正区 てるちゃん
大阪市大正区 一品小鍋料理 玲
大阪市大正区 スナック プティ
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大阪市大正区 唄あしび
大阪市大正区 のみ処 KURA
大阪市大正区 カラオケ喫茶 さき
大阪市大正区 喫茶 ゆみ
大阪市大正区 スナック ちろりん
大阪市大正区 おいしんぼ
大阪市大正区 めん亭亀八
大阪市大正区 メンバーズボヌール
大阪市大正区 カフェバーnonnon.
大阪市大正区 すし健
大阪市大正区 TNT
大阪市大正区 大川酒店
大阪市大正区 BAR69
大阪市大正区 藤本酒店
大阪市大正区 味力
大阪市大正区 お料理 まほろ
大阪市大正区 Donポチャ
大阪市大正区 Bless
大阪市大正区 居酒屋やまねこ
大阪市大正区 1010
大阪市大正区 MOCO
大阪市大正区 季彩
大阪市大正区 さとりん
大阪市大正区 KAKITSUBATA
大阪市大正区 クラブドルチェ
大阪市大正区 ぴないさーら
大阪市大正区 CASUBAR
大阪市大正区 焼き鳥 藤吉郎
大阪市大正区 更科 大正橋店
大阪市大正区 リカーズふしみ
大阪市大正区 香港飯店
大阪市大正区 居酒屋源蔵
大阪市大正区 Leo
大阪市大正区 ＢａｒＧｒａｎ
大阪市大正区 佐野酒店
大阪市大正区 Bar Magic
大阪市大正区 民芸そば処今井
大阪市大正区 みつこ
大阪市大正区 立呑み処まんまる
大阪市大正区 お好み焼き・鉄板焼 きゃべつ
大阪市大正区 カフェマリン
大阪市大正区 スナックはやぶさ
大阪市大正区 笑酔人 TUGBOAT TAISHO
大阪市大正区 釜山
大阪市大正区 スナックM's
大阪市大正区 だるま
大阪市大正区 恵み屋
大阪市大正区 カラオケティファニー
大阪市大正区 チェリー
大阪市大正区 居酒屋とく鶴
大阪市大正区 スパイスカレーＬｏｗＤｏｗｎ
大阪市大正区 ＳＵＮＳＥＴ２１１７
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大阪市大正区 咲蔵
大阪市大正区 中華料理 香港
大阪市大正区 大正サロン髭とボヰン
大阪市大正区 串ヤス
大阪市大正区 BEER STAND MARCA
大阪市天王寺区 立呑み処 ゆるり
大阪市天王寺区 まごころ料理 ほそかわ
大阪市天王寺区 居酒屋阪酒の大丸
大阪市天王寺区 白菊
大阪市天王寺区 立呑み処寺田屋
大阪市天王寺区 TinsHall
大阪市天王寺区 炭火焼鳥 土の子
大阪市天王寺区 キンカンハナレ
大阪市天王寺区 珠
大阪市天王寺区 華みち
大阪市天王寺区 おばんざいバル マンマ
大阪市天王寺区 葡萄酒屋イータ
大阪市天王寺区 喫茶 ジロー
大阪市天王寺区 きりん寺 桃谷駅前店
大阪市天王寺区 手作りおばんざいと日本酒のお店 おまめさん
大阪市天王寺区 びふぁいん
大阪市天王寺区 海鮮酒家いちから
大阪市天王寺区 なむ
大阪市天王寺区 博多串焼き三代目まさや
大阪市天王寺区 Le Ronde Beause
大阪市天王寺区 お立呑喰処前之園
大阪市天王寺区 お好み焼きよっこ
大阪市天王寺区 Acoustic LivevCafe Anie
大阪市天王寺区 鳥幸
大阪市天王寺区 沖縄料理グーニーズ
大阪市天王寺区 外灘紅緑灯本館
大阪市天王寺区 DEEZ Bar&Restaurant
大阪市天王寺区 あかりや
大阪市天王寺区 うえほんまちハイハイタウン 赤毛のネェネェ
大阪市天王寺区 オアシス プラス
大阪市天王寺区 大西清かつ
大阪市天王寺区 おでん 山と
大阪市天王寺区 ベダルデジ
大阪市天王寺区 アンジュ
大阪市天王寺区 沖縄料理ゆいまーる
大阪市天王寺区 煩悩のかたまり
大阪市天王寺区 あさひ
大阪市天王寺区 川与祢
大阪市天王寺区 SMOKEY
大阪市天王寺区 焼き焼きおかもと
大阪市天王寺区 御食事処やなぎ
大阪市天王寺区 庵
大阪市天王寺区 cafe and bar playing Records Waltz
大阪市天王寺区 酒井酒店 立ち呑み処酒井
大阪市天王寺区 焼肉舞牛
大阪市天王寺区 焼肉ホルモン 但馬丸善 大阪本店
大阪市天王寺区 Billie Jean Cafe
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大阪市天王寺区 ｅｌａｒｏｍａエル・アロマ
大阪市天王寺区 フルカウント
大阪市天王寺区 TEPPAN VIN
大阪市天王寺区 立ち呑み 得一 谷九店
大阪市天王寺区 麺屋トライ
大阪市天王寺区 Bistro LIBERTE
大阪市天王寺区 大衆食堂MITSUBOSHI
大阪市天王寺区 タイキッチン玉造
大阪市天王寺区 桃屋
大阪市天王寺区 焼肉大吉
大阪市天王寺区 喫茶 珈琲館於巣路
大阪市天王寺区 スムーズクリミナルカフェ
大阪市天王寺区 まゆりや
大阪市天王寺区 ラグーナ
大阪市天王寺区 串焼つるやII
大阪市天王寺区 信州そば処 そじ坊 上本町近鉄百貨店
大阪市天王寺区 陣屋
大阪市天王寺区 源
大阪市天王寺区 Sommelier Kitchen yuByum
大阪市天王寺区 鶴一本店
大阪市天王寺区 大衆炉端田仲
大阪市天王寺区 上方レインボー
大阪市天王寺区 東洋軒
大阪市天王寺区 おでんバルTakehiro
大阪市天王寺区 和牛カポネ
大阪市天王寺区 THE OLD BRIDGE
大阪市天王寺区 玉造 はちきん
大阪市天王寺区 ローマ軒大阪上本町店
大阪市天王寺区 正宗屋
大阪市天王寺区 スタジオ イオロス
大阪市天王寺区 タカラ
大阪市天王寺区 おでんおんせん
大阪市天王寺区 やすらぎ
大阪市天王寺区 居酒屋 聚楽
大阪市天王寺区 酒味泉ごえんや
大阪市天王寺区 とんかつ こおち
大阪市天王寺区 大阪中華街早市
大阪市天王寺区 TRATTORIA ROCCA
大阪市天王寺区 3カラット
大阪市天王寺区 ｃａｆéｌｅｐａｙｓａｎ
大阪市天王寺区 韓国居酒屋月
大阪市天王寺区 Ｃａｆｅ・カラオケ・ベリー
大阪市天王寺区 カラオケＣＯＭＢＯ寺田町店
大阪市天王寺区 鍋屋あうん
大阪市天王寺区 スナック汐音
大阪市天王寺区 ハノイフォー
大阪市天王寺区 quattroPLUS
大阪市天王寺区 美味ひでき
大阪市天王寺区 プラス1
大阪市天王寺区 IL Motto
大阪市天王寺区 焼肉大倉
大阪市天王寺区 しなの酒坊

13 / 106 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4年2月7日公表分）

大阪市浪速区 インディアンレストランPAYAL
大阪市浪速区 シルクロード
大阪市浪速区 スナックなお
大阪市浪速区 寿司処 みやもと
大阪市浪速区 らーめん喜六
大阪市浪速区 スナック亜美
大阪市浪速区 居酒屋越ちゃん
大阪市浪速区 スナック 富士
大阪市浪速区 吉鳥 大国町店
大阪市浪速区 大勝
大阪市浪速区 猫カフェ 猫音
大阪市浪速区 能登屋
大阪市浪速区 マドリガル
大阪市浪速区 金牌黒鴨
大阪市浪速区 にく笑木津市場店
大阪市浪速区 なんばエイト
大阪市浪速区 平野屋
大阪市浪速区 ジュピター
大阪市浪速区 久八
大阪市浪速区 らーめん砦大国町店
大阪市浪速区 とくさん
大阪市浪速区 居酒屋春
大阪市浪速区 難波焼とりporc
大阪市浪速区 釜揚饂飩 詫間
大阪市浪速区 a slice of BEEF ーひときれの牛肉ー
大阪市浪速区 焼肉たくちゃん 難波
大阪市浪速区 カレー堂 難波店
大阪市浪速区 かすうどん恵美須屋
大阪市浪速区 福望軒
大阪市浪速区 夢鳥
大阪市浪速区 つけ鴨うどん鴨錦恵美須店
大阪市浪速区 おばんざい屋ばあば
大阪市浪速区 中国料理天祥
大阪市浪速区 なんば辛バール
大阪市浪速区 祇園 北川半兵衛 なんば店
大阪市浪速区 underBar
大阪市浪速区 韓国料理NOBU
大阪市浪速区 焼肉Qちゃん
大阪市浪速区 CultureBar W@VE
大阪市浪速区 カレーハウスT＆A 戎本町店
大阪市浪速区 らてめぃど オタロード本店
大阪市浪速区 らてめぃど 黒門市場店
大阪市浪速区 炭火焼き鳥 日向
大阪市浪速区 三十四代目圓蔵
大阪市浪速区 岬
大阪市浪速区 とつぜんステーキ
大阪市浪速区 うどん大川
大阪市浪速区 全包
大阪市浪速区 無限麻辣湯
大阪市浪速区 北野屋
大阪市浪速区 しょうちゃん
大阪市浪速区 天閣たこやき
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大阪市浪速区 ブチまぐろ つね
大阪市浪速区 笑顔の居酒屋ごえん
大阪市浪速区 鉄板  kitchen DAI
大阪市浪速区 酒楽 恒や
大阪市浪速区 勘田亀吉
大阪市浪速区 虎ノ王 つけ麺・ラー麺 新世界店
大阪市浪速区 Barことり
大阪市浪速区 845
大阪市浪速区 たこ焼き壱番 新世界店
大阪市浪速区 cafe&bar ROYAL PARTY
大阪市浪速区 music bar S.O.Ra.
大阪市浪速区 おおきにコーヒー日本橋オタロード店
大阪市浪速区 MACHETE
大阪市浪速区 カフェバー暁
大阪市浪速区 唐揚兄弟
大阪市浪速区 とんかつかっぽう車屋
大阪市浪速区 焼肉 笑成 ENARI
大阪市浪速区 真味大串
大阪市浪速区 ビビンバー
大阪市浪速区 こばやJR難波店
大阪市浪速区 元かつ
大阪市浪速区 伏水酒蔵小路 別館
大阪市浪速区 中華料理上海縁
大阪市浪速区 丸天
大阪市浪速区 イタリア処tappa
大阪市浪速区 Ristolante Angioletto
大阪市浪速区 BAR SOIREE
大阪市浪速区 甲州麺恵美須町店
大阪市浪速区 佳酒真楽 やまなか
大阪市浪速区 日本酒専門店 だいどこ やまなか
大阪市浪速区 さかふね
大阪市浪速区 料亭錦
大阪市浪速区 大阪新世界横丁 串カツ万福
大阪市浪速区 美遊
大阪市浪速区 寿し正
大阪市浪速区 カラオケ居酒屋やすらぎ
大阪市浪速区 たこ焼きとんちゃん
大阪市浪速区 ほてい
大阪市浪速区 清麺屋
大阪市浪速区 お好み焼きてっぱん焼きかめちゃん
大阪市浪速区 kNight
大阪市浪速区 株式会社やまと屋 ３号店
大阪市浪速区 辛味噌小二郎
大阪市浪速区 EXIA
大阪市浪速区 cafeRIMBA
大阪市浪速区 手羽だるま難波店
大阪市浪速区 マー坊
大阪市浪速区 サケとスミビとロシュタン
大阪市浪速区 地鶏焼肉熔岩屋難波店
大阪市西淀川区 茶々 喫茶
大阪市西淀川区 お好み焼ちえの店
大阪市西淀川区 らーめん まる氣
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大阪市西淀川区 カラオケ喫茶 遊楽
大阪市西淀川区 中国料理 ピネ亭
大阪市西淀川区 すなっく りかちゃん
大阪市西淀川区 珈琲の友
大阪市西淀川区 鈍亭
大阪市西淀川区 ちぐさ
大阪市西淀川区 ふかがわ
大阪市西淀川区 豚とん拍子
大阪市西淀川区 春ごころ
大阪市西淀川区 ねこ丸
大阪市西淀川区 お魚パラダイス一文字
大阪市西淀川区 永吉
大阪市西淀川区 アジョシ
大阪市西淀川区 カラオケエイト
大阪市西淀川区 Barヒバチルーム
大阪市西淀川区 居酒屋 一休
大阪市西淀川区 へのかっぱ
大阪市西淀川区 万亀
大阪市西淀川区 紡麦
大阪市西淀川区 呑み処福
大阪市西淀川区 蓮香
大阪市西淀川区 らくだ
大阪市西淀川区 Oct-Bal
大阪市西淀川区 すずや食堂
大阪市西淀川区 ＴＡＪ ＭＡＨＡＬ
大阪市西淀川区 TajMahal
大阪市西淀川区 福籠
大阪市西淀川区 花音
大阪市西淀川区 焼肉よつば
大阪市西淀川区 カフェバーこり巣の木
大阪市西淀川区 鉄板焼バル gaya
大阪市西淀川区 お好み焼 ボン
大阪市西淀川区 彦吉寿司
大阪市西淀川区 焼肉もりと
大阪市西淀川区 野里飯店
大阪市西淀川区 スナックV
大阪市西淀川区 スナック 詩苑
大阪市西淀川区 ＳＵＮ ＢＯＳＣＯ
大阪市西淀川区 Bar BARATIE
大阪市西淀川区 焼肉 六角
大阪市西淀川区 スナックヒナ
大阪市西淀川区 The Intersection
大阪市西淀川区 なんとなく
大阪市西淀川区 ナマステキッチン
大阪市西淀川区 ＦＩＲＳＴ
大阪市西淀川区 海味
大阪市西淀川区 ラウンジ羽紫
大阪市西淀川区 ステージハウスチャコ
大阪市東淀川区 スナック ナナ
大阪市東淀川区 豊作
大阪市東淀川区 バー ココナッツ
大阪市東淀川区 竹の子
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大阪市東淀川区 居酒屋 酔って候
大阪市東淀川区 カラオケ まも
大阪市東淀川区 Ｖｅｒｄｉ Ｆｅｕｉｌｌｅ（ヴェルディフィーユ）
大阪市東淀川区 ぎんなん
大阪市東淀川区 まとや
大阪市東淀川区 立呑処たまい
大阪市東淀川区 御料理 すずき
大阪市東淀川区 居酒屋四万十
大阪市東淀川区 喜楽
大阪市東淀川区 中華酒家福籠
大阪市東淀川区 三嶋
大阪市東淀川区 都寿し
大阪市東淀川区 food＆bar エムズ
大阪市東淀川区 麺やイッショウ
大阪市東淀川区 釜出しうどん一心
大阪市東淀川区 スナックみき
大阪市東淀川区 笑
大阪市東淀川区 Girls Lounge AWJ ４８
大阪市東淀川区 バランス
大阪市東淀川区 手打ちうどん 喜楽苑
大阪市東淀川区 Malo
大阪市東淀川区 いっぷくや
大阪市東淀川区 コナえもん
大阪市東淀川区 ボン
大阪市東淀川区 まんまる屋
大阪市東淀川区 みよみよⅡ
大阪市東淀川区 祥隆
大阪市東淀川区 お好み焼き 双月
大阪市東淀川区 カラオケ喫茶りき
大阪市東淀川区 焼き処牛鶏
大阪市東淀川区 Try
大阪市東淀川区 お好み焼き 寿美恵
大阪市東淀川区 珉珉上新庄駅前店
大阪市東淀川区 Bar twohands （バートゥーハンズ）
大阪市東淀川区 KUCHE
大阪市東淀川区 焼鳥 凡僧
大阪市東淀川区 M'sbar
大阪市東淀川区 味噌麺処豆醤マメビシオ
大阪市東淀川区 Ｈａｐｓ
大阪市東淀川区 ダンデライオン
大阪市東淀川区 ラーメン一番
大阪市東淀川区 小料理濵
大阪市東淀川区 Cafe&Bar L'arbre
大阪市東淀川区 TEX-MEX KITCHEN & BAR EL CAMINO
大阪市東淀川区 クイーン
大阪市東淀川区 居酒屋 魚勝
大阪市東淀川区 串カツま王 菅原店
大阪市東淀川区 チーズ&フルーツバル GROW
大阪市東淀川区 居酒屋大人のホルモン
大阪市東淀川区 酒楽
大阪市東淀川区 株式会社NKシステム
大阪市東淀川区 NEW TAJMAHAL EVEREST淡路店
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大阪市東淀川区 魚太郎
大阪市東淀川区 創作鉄板ダイニング 大
大阪市東淀川区 野菜ダイニング 松
大阪市東淀川区 炭火焼鳥ちんどん淡路店
大阪市東淀川区 Bar danke
大阪市東淀川区 焼肉レストラン  とらや
大阪市東淀川区 焼鳥凡僧 南口店
大阪市東淀川区 健康豚焼肉 豚元
大阪市東淀川区 梅田酒店
大阪市東淀川区 BAR犬
大阪市東淀川区 俊彩
大阪市東淀川区 播州
大阪市東淀川区 味処 喜代原
大阪市東淀川区 Bar Gocchi
大阪市東淀川区 Bar Chuchu
大阪市東淀川区 ベーカリーレストラン パン チキチキ
大阪市東淀川区 酒処 ちゃみせ
大阪市東淀川区 なにわのたこ焼きBARサムライ
大阪市東淀川区 立ち飲み処LAND
大阪市東淀川区 珈琲専門店三番館（サイフォン式の店三番館）上新庄店
大阪市東淀川区 BAR Zumon
大阪市東成区 中華料理ひろや
大阪市東成区 麺将軍  
大阪市東成区 カラオケ ぴあの
大阪市東成区 お好み焼風月 新橋店
大阪市東成区 居酒屋 石松
大阪市東成区 スナックいつか
大阪市東成区 喫茶 アポロ
大阪市東成区 太陽テヤン
大阪市東成区 スナックかりん
大阪市東成区 居酒屋 笑福
大阪市東成区 ポプラ
大阪市東成区 ＡＮＩＬＭＯＴＩＭＡＨＡＬ
大阪市東成区 長兵衛寿司
大阪市東成区 スナック茶居夢
大阪市東成区 一家
大阪市東成区 Ange
大阪市東成区 The Curry Man
大阪市東成区 Full House
大阪市東成区 BAR Room DannyTee
大阪市東成区 Karaoke&BarTs.Horse
大阪市東成区 たこはち
大阪市東成区 中華料理華龍
大阪市東成区 金杏奈の手作りキムチ
大阪市東成区 八剣伝緑橋2号店
大阪市東成区 よしまん
大阪市東成区 和・韓創作料理大花
大阪市東成区 手打ちのそばや 狐狸乃里
大阪市東成区 Shotbarhool
大阪市東成区 島田製麺食堂濃厚専門店
大阪市東成区 豊祝
大阪市東成区 食いしんぼう花
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大阪市東成区 カジュアルダイニングちゃあむ
大阪市東成区 韓国食堂 キムチの大盛屋
大阪市東成区 味噌麺処 豆醤 今里本店
大阪市東成区 鴻図 四川料理
大阪市東成区 うみ凪
大阪市東成区 穴場酒家おっち
大阪市東成区 そば丸平
大阪市東成区 バンミーバオハン今里店
大阪市東成区 カレーハウスT＆A 緑橋東店
大阪市東成区 くい蔵
大阪市東成区 Luana
大阪市東成区 喫茶店 チャント
大阪市東成区 創作居酒屋 漣
大阪市東成区 象屋
大阪市東成区 冷麺館 鶴橋店
大阪市東成区 肴美人
大阪市東成区 スナックOne
大阪市東成区 あわび村
大阪市東成区 小料理まにまに
大阪市東成区 居酒屋きらく
大阪市東成区 一品・カラオケ りんー凛ー
大阪市東成区 東成麺家うどん上々
大阪市東成区 味旬吾光
大阪市東成区 串萬 森の宮店
大阪市東成区 玄そば
大阪市東成区 やきとり屋 鳥之宮
大阪市東成区 豚マイ
大阪市東成区 みゆき
大阪市東成区 世起そば
大阪市東成区 手作り餃子専門店丸正あーちゃん
大阪市東成区 カウロード
大阪市東成区 じゅんぺー屋
大阪市東成区 まるよし
大阪市東成区 ２９ダイナー
大阪市東成区 安兵衛
大阪市東成区 Chat Rose 
大阪市東成区 SHOT BAR Sagittarius
大阪市東成区 古賀のわ
大阪市東成区 和光
大阪市東成区 串焼ホルモン吾照里
大阪市東成区 酒の穴
大阪市東成区 山ちゃん
大阪市東成区 キッチンむらうち
大阪市東成区 カラオケ喫茶マミー
大阪市東成区 河岡水産
大阪市生野区 お好み焼き いのうえ
大阪市生野区 お好み焼き 京
大阪市生野区 居酒屋 若月
大阪市生野区 こうべがんちゃんぎょうざ
大阪市生野区 カラオケ居酒屋 トロル
大阪市生野区 焼肉ホルモン かわはら
大阪市生野区 夢路
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大阪市生野区 からおけリボン
大阪市生野区 一本松
大阪市生野区 ひかり
大阪市生野区 韓国家庭料理 福ちゃん
大阪市生野区 カラオケ みどり
大阪市生野区 優膳
大阪市生野区 笑福亭
大阪市生野区 食堂しんや
大阪市生野区 のんで 食べて まんが
大阪市生野区 居酒屋 ぐっちゃん
大阪市生野区 笑ってＢａｒ ＨＯ－Ｖ
大阪市生野区 居酒屋 さわ
大阪市生野区 チャコ
大阪市生野区 藤
大阪市生野区 カラオケ喫茶 歌姫
大阪市生野区 うたい家 ひろべえ
大阪市生野区 さつま
大阪市生野区 呑み処 食べ処 新きみ乃
大阪市生野区 くしや
大阪市生野区 居酒屋おおどり
大阪市生野区 カラオケ サラン
大阪市生野区 双子家
大阪市生野区 あーす
大阪市生野区 よっし
大阪市生野区 まことや誠寿司
大阪市生野区 カレーハウスCoCo壱番屋生野区北巽駅前店
大阪市生野区 カラオケぼちぼち
大阪市生野区 cafe ato
大阪市生野区 大衆焼肉居酒屋 将
大阪市生野区 Coniglio 
大阪市生野区 大阪モダン鉄板料理のお店まいど生野本店
大阪市生野区 キッチン のりのり
大阪市生野区 オアシスカフェ桃谷店
大阪市生野区 大廣
大阪市生野区 百億
大阪市生野区 今里名水
大阪市生野区 我が家
大阪市生野区 げんてん
大阪市生野区 カラオケ倶楽部グランパ
大阪市生野区 茶々
大阪市生野区 まにむら
大阪市生野区 百歳時代
大阪市生野区 サカエ
大阪市生野区 牛処 郷
大阪市生野区 よぎや
大阪市生野区 オニのこ
大阪市生野区 だいにんぐ彩
大阪市生野区 大阪肉そば春一番
大阪市生野区 韓国料理ポッチャ
大阪市生野区 はな
大阪市生野区 ダイニングiri
大阪市生野区 京愛館
大阪市生野区 TEA-FOREST SERA
大阪市生野区 やくとり 又丸
大阪市生野区 メロディー
大阪市生野区 一平
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大阪市生野区 街路樹
大阪市生野区 カラオケあき
大阪市生野区 カラオケゴールド
大阪市生野区 天浅
大阪市生野区 居酒屋ふう
大阪市生野区 かんぱち寿司
大阪市生野区 うり坊
大阪市生野区 コンヌンタッカンマリ
大阪市生野区 いちご家
大阪市生野区 わいわいチキン
大阪市生野区 韓国四季料理MARU
大阪市生野区 Vampire
大阪市生野区 山ぴーの店
大阪市生野区 Sareureu
大阪市生野区 らーめんがんさん
大阪市生野区 Standing Bar 田中屋
大阪市生野区 カラオケ 絆
大阪市生野区 すっぽん料理 豊水
大阪市生野区 しっぽ
大阪市生野区 ヘバラギ
大阪市生野区 カラオケサラン
大阪市生野区 123kpopcafe
大阪市生野区 青春を戻して
大阪市生野区 居酒屋カラオケオレンジ
大阪市生野区 韓国居酒屋春
大阪市生野区 ハル
大阪市生野区 ポキナ369 
大阪市生野区 じゅんちゃん
大阪市生野区 よってこ
大阪市生野区 Food BAR じゅんちゃん
大阪市生野区 やきとり家はやっちゃん
大阪市生野区 全州味家
大阪市生野区 ホルモン居酒屋やまちゃん
大阪市生野区 あわび村
大阪市生野区 カラオケス井ス
大阪市生野区 LOUNGEリーベ
大阪市生野区 ANURAJA
大阪市生野区 とらふぐ旬席若虎
大阪市生野区 きまぐれ家（生野区店）
大阪市生野区 ウィーナス
大阪市生野区 石乃屋
大阪市生野区 阿寸可
大阪市生野区 マサエン
大阪市生野区 はらんべ
大阪市生野区 夢心家
大阪市生野区 富久鮓
大阪市生野区 o v e r   m a c a r o n   鶴橋店
大阪市生野区 スナックアモーレ
大阪市生野区 スナック ニューらんぶる
大阪市生野区 はるはる
大阪市生野区 やきとり道場 小路店
大阪市生野区 やきやき酒場K³
大阪市生野区 桃谷エビス
大阪市生野区 Bar Pirata バーピラータ
大阪市生野区 室蘭焼鳥たつ家
大阪市生野区 韓国料理ソウル
大阪市生野区 タイ料理 パッタイ
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大阪市生野区 wood on
大阪市生野区 AFRo OSAKA
大阪市生野区 りりココ
大阪市生野区 金のスプーン
大阪市生野区 Epicure
大阪市生野区 ヒョギネ普門
大阪市生野区 喜多家
大阪市生野区 SHADY LANE
大阪市生野区 カラオケジョイキング
大阪市生野区 亀田
大阪市生野区 まいどッ
大阪市生野区 カラオケフレンド
大阪市生野区 Bar Socket バーソケット
大阪市生野区 ふくまさ
大阪市生野区 からあげのともちゃん
大阪市生野区 わがまま
大阪市生野区 横浜家系ラーメン独覚家
大阪市生野区 てっぱんダイナーぽんと
大阪市生野区 BAR Largo
大阪市生野区 Darts  Bar Leap
大阪市生野区 （豊）プンキッチン
大阪市生野区 まごころ亭
大阪市生野区 クラブ梁
大阪市生野区 1104
大阪市生野区 串かつ一歩
大阪市旭区 有限会社 丸金商店 立ち呑み まるきん
大阪市旭区 カラオケワンダーランド森小路店
大阪市旭区 お好み焼 みつ
大阪市旭区 麺匠和蔵
大阪市旭区 炭焼酒場 木亭屋（きてや）
大阪市旭区 ラーメンアールピージー
大阪市旭区 春日
大阪市旭区 焼肉処 一吉
大阪市旭区 家庭料理 史
大阪市旭区 わかと
大阪市旭区 Bar ponpon
大阪市旭区 たつ吉
大阪市旭区 手打ち蕎麦割烹 喜心
大阪市旭区 居酒屋メリケン
大阪市旭区 大坂風月
大阪市旭区 しまだ食堂
大阪市旭区 焼肉 牛笑
大阪市旭区 だんだん、
大阪市旭区 カラオケ三昧りおん
大阪市旭区 喫茶もりさわ
大阪市旭区 居酒屋Home
大阪市旭区 コーヒーショップABC地下西店
大阪市旭区 串揚げ和奈
大阪市旭区 よってこや城北工大前店
大阪市旭区 サントリーバーコトブキ
大阪市旭区 香の華
大阪市旭区 お好み焼 鉄板焼 よってこや
大阪市旭区 鉄板焼鳥 ひとむすび
大阪市旭区 池尻酒店
大阪市旭区 呑処ぶらぼう
大阪市旭区 串太郎
大阪市旭区 旬彩酒場えん
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大阪市旭区 真剣
大阪市旭区 Cafeprofit
大阪市旭区 蒲生庵福井
大阪市旭区 阿づま
大阪市旭区 きまぐれ家（旭区店）
大阪市旭区 千鶴
大阪市旭区 すし はん田
大阪市旭区 感謝屋
大阪市旭区 焼串にくらぼ森小路店
大阪市旭区 まごころ
大阪市旭区 関目飯店
大阪市旭区 cafe &bar  yahruu
大阪市旭区 居酒屋まんま。
大阪市旭区 TOPS
大阪市旭区 Bar Dejavu
大阪市旭区 居酒屋ふる里
大阪市旭区 千鶴
大阪市旭区 veil
大阪市旭区 旨い魚と栄養満点味噌汁の店
大阪市旭区 みなのすい餃子
大阪市旭区 あかさん
大阪市旭区 かんてきDining
大阪市旭区 中華料理きさんじ
大阪市旭区 いなば
大阪市城東区 駅前飯店
大阪市城東区 右近鮨
大阪市城東区 富味屋
大阪市城東区 花京 鴫野店
大阪市城東区 明日香
大阪市城東区 お好み焼き工房かるまん
大阪市城東区 寿司よし
大阪市城東区 カラオケスタジオブランカ
大阪市城東区 韓吉
大阪市城東区 ＳＡＰＫＯＴＡＭＯＴＩＭＡＨＡＬインドネパール料理
大阪市城東区 三富士
大阪市城東区 洋風居酒屋 門舎
大阪市城東区 中国酒家 利河
大阪市城東区 喫茶エルザ
大阪市城東区 お好み焼き萬
大阪市城東区 居酒屋おふくろ
大阪市城東区 更科
大阪市城東区 ニコラス喫茶店
大阪市城東区 肉匠 紋次郎 蒲生店
大阪市城東区 ほうらん
大阪市城東区 鴫野わっしょい改
大阪市城東区 モンゴル料理こぺん
大阪市城東区 さつま
大阪市城東区 たこはる
大阪市城東区 焼肉亀や
大阪市城東区 フィリピンママの居酒屋ラベンダー
大阪市城東区 串とビールたかよし
大阪市城東区 居酒屋みっちゃん
大阪市城東区 グリーン倶楽部
大阪市城東区 唐揚げ専門店 壱唐 深江橋店
大阪市城東区 代志美
大阪市城東区 焼焼きんぐ
大阪市城東区 食酒工房 白梅
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大阪市城東区 味力亭
大阪市城東区 OBLIQUE
大阪市城東区 風来房
大阪市城東区 ら.Seek!
大阪市城東区 和菜うどん 快
大阪市城東区 かくれんぼ
大阪市城東区 酒菜工房ロン
大阪市城東区 鉄板焼き 翔
大阪市城東区 ＴＵＴＴＵ ＣＡＦＥ
大阪市城東区 備長炭焼鳥ちっち
大阪市城東区 COB coffee ＋ BAR
大阪市城東区 立ち呑み じんや
大阪市城東区 寿司どらえもん
大阪市城東区 ちとせ
大阪市城東区 たなカフェakegokoro
大阪市城東区 すなっく とも
大阪市城東区 焼肉味道園
大阪市城東区 風来坊
大阪市城東区 居酒屋あかね
大阪市城東区 きぶんや関目店
大阪市城東区 スナック祥
大阪市城東区 BAR Cokoro
大阪市城東区 油そば専門店 醤軒
大阪市城東区 九州かしわや関目店
大阪市城東区 山葵
大阪市城東区 笑月
大阪市城東区 吉鳥鴫野店
大阪市城東区 カラオケハウスながさき
大阪市城東区 ROGO☆
大阪市城東区 韓non
大阪市城東区 味厨家能
大阪市城東区 達鮨
大阪市城東区 おうち料理 樹香
大阪市城東区 いこい
大阪市城東区 Darts Bar Leaflet
大阪市城東区 立ち呑み まさ
大阪市城東区 源sun
大阪市城東区 Pub Funny3
大阪市城東区 地酒とさかなの店みつや
大阪市城東区 Golf Latte （シミュレーションゴルフラテ）
大阪市城東区 呑み処 酉
大阪市城東区 むらかみ
大阪市城東区 焼肉双基
大阪市阿倍野区 活魚料理 土佐市
大阪市阿倍野区 居酒屋 優駿
大阪市阿倍野区 海の幸 さらむむ
大阪市阿倍野区 カラオケスポット遊
大阪市阿倍野区 Sea茶インド料理
大阪市阿倍野区 居酒屋もり
大阪市阿倍野区 立呑み処 あべの銀座
大阪市阿倍野区 呑んべぇのあな蔵 じゃいン家
大阪市阿倍野区 居酒屋いちりん
大阪市阿倍野区 ニュー リュー
大阪市阿倍野区 Kei
大阪市阿倍野区 モンキーズカフェ
大阪市阿倍野区 スナック衣肖
大阪市阿倍野区 もん波
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大阪市阿倍野区 whiskycat1494
大阪市阿倍野区 活旬久家
大阪市阿倍野区 カフェユメ
大阪市阿倍野区 和彩美酒喜心
大阪市阿倍野区 焼肉あべの一番
大阪市阿倍野区 ケプリ大阪
大阪市阿倍野区 洋食とんすけ
大阪市阿倍野区 十枡
大阪市阿倍野区 KITCHENまるしん
大阪市阿倍野区 雲海
大阪市阿倍野区 麺家志
大阪市阿倍野区 麺工房北の
大阪市阿倍野区 BAR Call me Tell me
大阪市阿倍野区 山長酒店
大阪市阿倍野区 うしのしっぽ
大阪市阿倍野区 旬菜手料理  雲
大阪市阿倍野区 陽気
大阪市阿倍野区 居酒屋やまちゃん
大阪市阿倍野区 スタンドくりけん
大阪市阿倍野区 SNACK BAR 7-NANA-
大阪市阿倍野区 スミビヤキトリツムギ
大阪市阿倍野区 miss evans
大阪市阿倍野区 PEGGY'S
大阪市阿倍野区 美好寿司
大阪市阿倍野区 サロン楽居
大阪市阿倍野区 シンガーズクラブエデンＰＡＲＴⅡ
大阪市阿倍野区 立呑風串BAR SHOTfuratto
大阪市阿倍野区 串ぼうず
大阪市阿倍野区 市羽
大阪市阿倍野区 明石焼きお好み焼きたこ八
大阪市阿倍野区 members Screen.c
大阪市阿倍野区 こばやし
大阪市阿倍野区 酒肆バグパイプ 
大阪市阿倍野区 ジャルディーノ
大阪市阿倍野区 Little NutsDay
大阪市阿倍野区 お茶のこさい菜
大阪市阿倍野区 Goku楽鳥
大阪市阿倍野区 Wel
大阪市阿倍野区 ブラッスリージュール
大阪市阿倍野区 桜や
大阪市阿倍野区 からあげスタンド
大阪市阿倍野区 カラオケ希望
大阪市阿倍野区 鈴若
大阪市阿倍野区 さか市
大阪市阿倍野区 炭火焼鳥ふぁみりーとりの匠あべの店
大阪市阿倍野区 コミュニティカフェクラブ（CCC)
大阪市阿倍野区 ヴェルセデュヴァン アトリエ
大阪市阿倍野区 文福
大阪市阿倍野区 華月
大阪市阿倍野区 ゆりどころ
大阪市阿倍野区 ＫＯＥＤＡ
大阪市阿倍野区 Bar Face to Face
大阪市阿倍野区 アジアンビストロスパイス
大阪市阿倍野区 フェアリー
大阪市阿倍野区 ぱ
大阪市阿倍野区 よりみち
大阪市阿倍野区 WEST
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大阪市阿倍野区 鮨 春政
大阪市阿倍野区 ビストロマルセル
大阪市阿倍野区 みそ吟長居公園店
大阪市阿倍野区 お弁当の百里
大阪市阿倍野区 阿倍野めん家
大阪市阿倍野区 ファミリーＰＡＲＴＩ
大阪市阿倍野区 紀州
大阪市住吉区 炭火焼肉 だんらん
大阪市住吉区 カラオケ広場 窓
大阪市住吉区 楽店酒肴゛
大阪市住吉区 スナック姫
大阪市住吉区 ハピネス
大阪市住吉区 居酒屋 泉
大阪市住吉区 カラオケ佳廉
大阪市住吉区 炭火やきとり ひか
大阪市住吉区 カラオケ喫茶スナック レッツ
大阪市住吉区 カラオケ喫茶 つどい
大阪市住吉区 カラオケスナック ちびくろ
大阪市住吉区 カラオケスナック メモリー
大阪市住吉区 芦川
大阪市住吉区 伊勢
大阪市住吉区 創作うどん ほしの
大阪市住吉区 キッチンバル遊楽
大阪市住吉区 明石焼きBaru藏識
大阪市住吉区 馬馬
大阪市住吉区 お好み焼 神明
大阪市住吉区 茶伊夢
大阪市住吉区 おふくろの味 旬
大阪市住吉区 お好み焼き さっちゃん
大阪市住吉区 姉ちゃん
大阪市住吉区 からおけすぽっと 蛍
大阪市住吉区 創作家庭料理 月うさぎ
大阪市住吉区 樹林
大阪市住吉区 呑んごろ
大阪市住吉区 居酒屋 LEO ８０８
大阪市住吉区 鬼瓦
大阪市住吉区 和みnagomi
大阪市住吉区 笑来
大阪市住吉区 萬和
大阪市住吉区 居酒屋大志
大阪市住吉区 クレープ バオバオ
大阪市住吉区 中国料理味澤
大阪市住吉区 焼鳥 ひよこ
大阪市住吉区 長居 松寿司
大阪市住吉区 BAR晴yes
大阪市住吉区 Ruota
大阪市住吉区 choice
大阪市住吉区 旬鮮旨食彩櫻
大阪市住吉区 レストランT
大阪市住吉区 喫茶クッキー
大阪市住吉区 カラオケ喫茶ノバ
大阪市住吉区 海賊キッチン ぶんぶん丸
大阪市住吉区 宝来
大阪市住吉区 創作イタリアンバル シャバーノ
大阪市住吉区 まつ富久
大阪市住吉区 串カツ工房 小西材木店
大阪市住吉区 MANA CAFE
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大阪市住吉区 ツイギー
大阪市住吉区 とりかわ一入
大阪市住吉区 カリから
大阪市住吉区 炭火ちどり焼き えん
大阪市住吉区 グリル＆カフェ ヒロ
大阪市住吉区 香留男
大阪市住吉区 やきとり 金ちゃん 長居店
大阪市住吉区 地酒ワインバル慎
大阪市住吉区 サウンドハウス
大阪市住吉区 ミンミン地下鉄我孫子店
大阪市住吉区 和の輪
大阪市住吉区 やきとりとり秀
大阪市住吉区 カレーハウスCOCO壱番屋住吉区我孫子店
大阪市住吉区 ミャンマービレッジ
大阪市住吉区 居酒屋一喜
大阪市住吉区 とまり木
大阪市住吉区 いか柳
大阪市住吉区 key
大阪市住吉区 ボーノボーノ
大阪市住吉区 釈迦力友 あびこ店
大阪市住吉区 キッチンはなこ
大阪市住吉区 BAR K2snow
大阪市住吉区 ピュアムーン
大阪市住吉区 ピコバー
大阪市住吉区 kitchin bar allegro
大阪市住吉区 ｙｓバル
大阪市住吉区 MA-MA
大阪市住吉区 WAばーる１SN
大阪市住吉区 TEPPAN TAROU(鉄板太郎）
大阪市住吉区 喫茶軽食ブルボン
大阪市住吉区 萬心
大阪市住吉区 立呑や
大阪市住吉区 得正あびこ店
大阪市住吉区 倉敷
大阪市住吉区 旬彩料理せと
大阪市住吉区 無農薬野菜 帝塚山ミルメルシー
大阪市住吉区 Lago
大阪市住吉区 ヴィディヤカフェ長居店
大阪市住吉区 NailMark
大阪市東住吉区 みたや食堂
大阪市東住吉区 喫茶カトレヤ
大阪市東住吉区 やきとり居酒屋 飛鳥
大阪市東住吉区 中華料理 天伸
大阪市東住吉区 グリル冨二三亭
大阪市東住吉区 居酒屋 堅仁
大阪市東住吉区 大勝 矢田店
大阪市東住吉区 さんりんしゃ
大阪市東住吉区 麺処三上家
大阪市東住吉区 そば処 寿
大阪市東住吉区 甘辛茶寮まほろば
大阪市東住吉区 和楽家
大阪市東住吉区 Torattoria Pieno
大阪市東住吉区 沖縄料理 八重山
大阪市東住吉区 居酒屋わが家
大阪市東住吉区 串Dining水口
大阪市東住吉区 うどんそばだいきち
大阪市東住吉区 カフェノア

27 / 106 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4年2月7日公表分）

大阪市東住吉区 希代
大阪市東住吉区 アスタ．マニヤーナ
大阪市東住吉区 SHIERI
大阪市東住吉区 焼肉ハウスカウボーイ
大阪市東住吉区 たこ焼き西山道場
大阪市東住吉区 ピックポン食堂
大阪市東住吉区 成駒家
大阪市東住吉区 やきとり居酒屋 大蔵
大阪市東住吉区 喫茶ソワカ
大阪市東住吉区 K₂
大阪市東住吉区 二代目串かつゑびす
大阪市東住吉区 鶏バル水口
大阪市東住吉区 あん
大阪市東住吉区 桜咲く
大阪市東住吉区 Ｔｓｕｍｕｒａｙａ
大阪市東住吉区 食へ集う 千す
大阪市東住吉区 Lien
大阪市東住吉区 三四郎
大阪市東住吉区 壱六庵
大阪市東住吉区 呑処 よかにせ
大阪市東住吉区 かんさんキムチ
大阪市東住吉区 Ｃａｔ’ｓＥｙｅ
大阪市東住吉区 カラオケスタジオ来夢Ⅱ
大阪市東住吉区 串揚げ屋さん串ボーズ
大阪市東住吉区 サクラヒロバ
大阪市東住吉区 花よし
大阪市東住吉区 仲村酒店 立ち呑み処
大阪市東住吉区 だいにんぐ花和萌
大阪市東住吉区 Bistrot Rire
大阪市東住吉区 御幸寿司
大阪市東住吉区 ＲＩＶＴＩＡ
大阪市東住吉区 中華料理 天天
大阪市東住吉区 焼肉 河
大阪市東住吉区 さつま
大阪市東住吉区 居酒屋ごんべ
大阪市東住吉区 食事処 寄り道
大阪市東住吉区 すし処 美旨
大阪市東住吉区 ふる里
大阪市東住吉区 蒙々亭
大阪市東住吉区 お好み焼き お多幸
大阪市東住吉区 カラオケマドンナ
大阪市東住吉区 玄
大阪市東住吉区 ぷっくり
大阪市東住吉区 焼肉ももちゃん
大阪市東住吉区 ちゃんぽんや
大阪市東住吉区 ドット
大阪市西成区 居酒屋 眞紀
大阪市西成区 中華・台湾料理 海鮮館
大阪市西成区 バーぼマ
大阪市西成区 酒処 つっちん
大阪市西成区 更科
大阪市西成区 凡勝
大阪市西成区 大阪飯店
大阪市西成区 居酒屋ときん
大阪市西成区 禮
大阪市西成区 蒜山
大阪市西成区 すし幸
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大阪市西成区 スナックヤング
大阪市西成区 居酒屋 うさぎ
大阪市西成区 スナックさゆり
大阪市西成区 居酒屋 なおくきん
大阪市西成区 大城園
大阪市西成区 食事処 潮路
大阪市西成区 喫茶ニューマルミ
大阪市西成区 キャッツ
大阪市西成区 食堂 やまかわ
大阪市西成区 焼肉 大寅
大阪市西成区 カラオケ９９９
大阪市西成区 東京庵
大阪市西成区 きぬ子
大阪市西成区 お好み焼 樹
大阪市西成区 浪花
大阪市西成区 金星26
大阪市西成区 居酒屋 よかばい
大阪市西成区 大和屋
大阪市西成区 スナック馥
大阪市西成区 鉄板焼SAWA
大阪市西成区 ポジャンマッチャ
大阪市西成区 酒肴 好
大阪市西成区 幸すし
大阪市西成区 もん家
大阪市西成区 カボチャ
大阪市西成区 スナック２１
大阪市西成区 カラオケ喫茶うた
大阪市西成区 なにわ飯店
大阪市西成区 焼肉アリラン
大阪市西成区 ほろ酔い処三丁目
大阪市西成区 酒房 さち
大阪市西成区 居酒屋 あさひ
大阪市西成区 キッチンポポ
大阪市西成区 Mellow
大阪市西成区 音楽スタジオ・カラオケパブソングス
大阪市西成区 焼肉味福苑
大阪市西成区 なべや
大阪市西成区 すし平
大阪市西成区 中華料理上海軒
大阪市西成区 お好み焼き とみちゃん
大阪市西成区 がぶん
大阪市西成区 イチノジュウニのヨン
大阪市西成区 茉莉花
大阪市西成区 EARTH
大阪市西成区 憩BAR－kizuna－
大阪市西成区 カラオケ喫茶ルル
大阪市西成区 串や 羽
大阪市西成区 とんかつのゆきはる
大阪市西成区 くろすけ
大阪市西成区 升屋
大阪市西成区 和来屋
大阪市西成区 居酒屋絆
大阪市西成区 居酒屋春冬夏
大阪市西成区 居酒屋一八
大阪市西成区 笑酒幕府 松乃城
大阪市西成区 酒房ぶんぷく
大阪市西成区 スタンド華子
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大阪市西成区 天龍ラーメン 八仙楼
大阪市西成区 八宝亭
大阪市西成区 更科
大阪市西成区 居酒屋月見
大阪市西成区 運命
大阪市西成区 Ｔ＆Ｋ ＣＯＦＦＥＥ
大阪市西成区 壱心茶屋
大阪市西成区 鉄板焼きピノキオ
大阪市西成区 椿園
大阪市西成区 大邱家
大阪市西成区 焼肉 政ちゃん
大阪市西成区 なかよし
大阪市西成区 ヒロ
大阪市西成区 中華料理福縁
大阪市西成区 スナック恋
大阪市西成区 あそびば
大阪市西成区 スナックニュー和
大阪市西成区 ししまるたろう
大阪市西成区 らぁめん一悶屋 
大阪市西成区 Amethyst
大阪市西成区 居酒屋道
大阪市西成区 奉きち
大阪市西成区 栄寿司
大阪市西成区 十八番ラーメン＆牛丼 新今宮本店
大阪市西成区 まいど
大阪市西成区 セロン
大阪市西成区 呑み処食べ処スマイル
大阪市西成区 你好
大阪市西成区 喫茶ロボ
大阪市西成区 串かつのとみ重
大阪市西成区 予想図
大阪市西成区 釜あげうどん 楽
大阪市西成区 マノス
大阪市西成区 珉珉 天下茶屋店
大阪市西成区 おぐら
大阪市西成区 鶏SobaToraや
大阪市西成区 新お多福
大阪市西成区 呑み処のぶ
大阪市西成区 あだん
大阪市西成区 坪田商店
大阪市西成区 一平寿し天下茶屋支店
大阪市西成区 名前はまだない
大阪市西成区 たこ竜
大阪市西成区 焼肉kz
大阪市西成区 一人鍋ポパイ
大阪市西成区 美嘉
大阪市西成区 TRATTORIA Linea7
大阪市西成区 カラオケ喫茶あやこ
大阪市西成区 TimesSquare美紀
大阪市西成区 居酒屋一休
大阪市西成区 今昔亭
大阪市西成区 虎ノ王 つけ麺・ラーメン 岸里店
大阪市西成区 テチャンコプチャン
大阪市西成区 ぼうず
大阪市西成区 居酒屋SWEET
大阪市西成区 俺の出番
大阪市西成区 らーめんハウス直ちゃん
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大阪市西成区 スタンド高千穂
大阪市西成区 ホテルブルーメン花園北
大阪市西成区 Stand Kitchen  Emi Syokudo
大阪市西成区 イタリアンダイニングＴｅｓｏｒｏｍｉｏ
大阪市西成区 ニュー深夜食堂くるみ
大阪市西成区 暖
大阪市西成区 居酒屋なり
大阪市西成区 居酒屋なんきん
大阪市西成区 小料理屋かざはな
大阪市西成区 グランマ号
大阪市西成区 難波屋
大阪市西成区 からおけ美
大阪市西成区 MONSTER
大阪市西成区 まん月
大阪市西成区 隠れＢＡＲみんごろ
大阪市西成区 ヴィディヤカフェ岸里店
大阪市西成区 桜月
大阪市西成区 西成一番
大阪市西成区 いとめや
大阪市西成区 有限会社桝屋商店
大阪市淀川区 カラオケ居酒屋 麻由
大阪市淀川区 じゅん
大阪市淀川区 大丸屋
大阪市淀川区 宮前食堂
大阪市淀川区 いさおや
大阪市淀川区 菜の花
大阪市淀川区 家庭料理 ゆきんこ
大阪市淀川区 コバルト
大阪市淀川区 ラブ
大阪市淀川区 風地空知
大阪市淀川区 櫻や
大阪市淀川区 スナックぼたん
大阪市淀川区 スナック 智恵
大阪市淀川区 あいちゃん
大阪市淀川区 焼肉屋 悦
大阪市淀川区 COTTON CLUB
大阪市淀川区 もりや
大阪市淀川区 よしれい
大阪市淀川区 ちびりン
大阪市淀川区 モワ・ラパン
大阪市淀川区 oneji
大阪市淀川区 カラオケ居酒屋 久びさ
大阪市淀川区 ささ花
大阪市淀川区 新京飯店
大阪市淀川区 呑み処 ９６８９食堂
大阪市淀川区 ラウンジ CREW
大阪市淀川区 粉もん屋１番
大阪市淀川区 カラオケ居酒屋 雪月花
大阪市淀川区 みつる
大阪市淀川区 美 貴
大阪市淀川区 ひょうたん
大阪市淀川区 赤とんぼ
大阪市淀川区 磯路
大阪市淀川区 サロン・ド・ショコラ
大阪市淀川区 アワーズカフェ
大阪市淀川区 肉ビストロmdnext
大阪市淀川区 さすらいのカンテキ 十三酒場
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大阪市淀川区 RAINCOAT
大阪市淀川区 韓国料理まんてん
大阪市淀川区 呑処 葦
大阪市淀川区 耽羅
大阪市淀川区 つなみん
大阪市淀川区 カラオケ三昧 うさちゃん
大阪市淀川区 居酒屋 三昧
大阪市淀川区 お好み焼き一歩
大阪市淀川区 鉄板屋な
大阪市淀川区 ensemble cafe TRIAD
大阪市淀川区 洋食あんじゅ
大阪市淀川区 南蛮食堂 東三国店
大阪市淀川区 わんずあれい新大阪
大阪市淀川区 下町鉄板三国
大阪市淀川区 中華そばココカラサキゑ
大阪市淀川区 アラカルト１３
大阪市淀川区 HanaHana
大阪市淀川区 石焼き居酒屋一歩
大阪市淀川区 catteria cloud nine
大阪市淀川区 スーパートモコ
大阪市淀川区 Tarako
大阪市淀川区 鳥元
大阪市淀川区 萬拾屋
大阪市淀川区 スナックHalu
大阪市淀川区 Ｂａｌｏｃｃｏ
大阪市淀川区 ひょうたん
大阪市淀川区 鳥家 三吉
大阪市淀川区 麺屋隆勝
大阪市淀川区 鮨と一品 いちかわ
大阪市淀川区 海ぼうず
大阪市淀川区 ライト
大阪市淀川区 十三寿司
大阪市淀川区 club Salvatore
大阪市淀川区 お好み焼き＆鉄板焼き はてな
大阪市淀川区 炭火鳥焼肉しちりんや東三国店
大阪市淀川区 浜焼太郎 東三国店
大阪市淀川区 無限大
大阪市淀川区 えんや
大阪市淀川区 ROUTE512
大阪市淀川区 Melody
大阪市淀川区 寿し宏
大阪市淀川区 らぁ麺喜希
大阪市淀川区 ラーク
大阪市淀川区 KISH
大阪市淀川区 コナモンキッチンHANAYOSHI
大阪市淀川区 KARAOKE BAR SHANTI
大阪市淀川区 スナックまゆみ
大阪市淀川区 焼肉長山亭
大阪市淀川区 純和食喜仙
大阪市淀川区 極味ラーメン
大阪市淀川区 壱福
大阪市淀川区 お食事処海の大地
大阪市淀川区 ぶつ切りキッチン福
大阪市淀川区 焼肉かしま
大阪市淀川区 Kitchen  vinvino
大阪市淀川区 ホテルサクラスイート大阪十三
大阪市淀川区 和心料理いとう
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大阪市淀川区 あじ小町
大阪市淀川区 ALIEN LAB
大阪市淀川区 小料理なぎさ
大阪市淀川区 つけ麺R＆S
大阪市淀川区 ソウルの塔
大阪市淀川区 勝運
大阪市淀川区 みっちゃん
大阪市淀川区 しゃぶ壺れ
大阪市淀川区 スイートメモリー
大阪市淀川区 マニラタンバヤンバー
大阪市淀川区 ラウンジみき代ツー
大阪市淀川区 WEEK
大阪市淀川区 ＲＡＳＡ ＨＡＬＡ
大阪市淀川区 カレーナンドスプーン
大阪市淀川区 ＢＡＲ ＴＲＥＡＳＵＲＥ
大阪市淀川区 BAR GARUDA
大阪市淀川区 呑み処こにし
大阪市淀川区 ＨＩＤＥＯＵＴ
大阪市淀川区 大杉製麺
大阪市淀川区 UNDER DOG
大阪市淀川区 有限会社ヒロサワ
大阪市淀川区 Bar KAPIBARA
大阪市淀川区 ぶった西中島店
大阪市淀川区 BAR CROSS
大阪市淀川区 咲倉
大阪市淀川区 Pork kitchen おきとん
大阪市淀川区 ひなた
大阪市淀川区 うさぎ
大阪市淀川区 泡バール
大阪市淀川区 プティ・キュイジーヌ
大阪市淀川区 みゆき寿司
大阪市淀川区 お好み焼きお料理 ぶンた
大阪市淀川区 金城商店
大阪市淀川区 沖縄料理の店 はながさ
大阪市淀川区 インドネパール レストラン ビニタ
大阪市淀川区 博多ラーメンげんこつ東三国店
大阪市淀川区 愉快酒場 加島店
大阪市淀川区 三裕の館
大阪市淀川区 ひこうき
大阪市淀川区 すし久
大阪市淀川区 スナック美咲
大阪市淀川区 お食事処きの
大阪市淀川区 竹
大阪市淀川区 焼き鳥 燻製 日本酒 kmuri-ya
大阪市淀川区 Lily
大阪市淀川区 中華料理 味園
大阪市淀川区 家庭料理 蕾
大阪市淀川区 りぼん
大阪市淀川区 神鍋食堂
大阪市淀川区 ちはや13
大阪市淀川区 Ｒ・－ＣＯ（リコ）
大阪市淀川区 もつ鍋源
大阪市淀川区 甚九郎
大阪市淀川区 炭火焼肉じゃけぇ十三東店
大阪市淀川区 常夜亭 徳
大阪市淀川区 RockAway Cafe
大阪市淀川区 スナックピース
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大阪市淀川区 喜楽
大阪市淀川区 北海道海鮮にほんいち 大阪西中島店
大阪市淀川区 BARBANKS
大阪市淀川区 Bistroよし川
大阪市淀川区 ソアレ
大阪市淀川区 COYOTE
大阪市淀川区 やきにく百番
大阪市淀川区 富士
大阪市淀川区 食際・おばんざい 和哉
大阪市淀川区 喫茶ひばり
大阪市淀川区 明洞純豆腐新大阪店
大阪市淀川区 ひなたぼっこ
大阪市淀川区 ゆうすずみ
大阪市淀川区 レストラン ツレ TSURE
大阪市淀川区 お好み焼玉
大阪市淀川区 居酒屋 酔蓮
大阪市淀川区 バー ロージュ
大阪市淀川区 るーちぇ
大阪市淀川区 喜多呂
大阪市淀川区 スナック葵
大阪市淀川区 つる居
大阪市淀川区 味千拉麺 新大阪店
大阪市淀川区 Indian Restaurant SEBIYA
大阪市淀川区 じゃりんこ
大阪市淀川区 おかんのごはん 四季
大阪市淀川区 道楽うどん５号店
大阪市淀川区 道楽うどん６号店
大阪市淀川区 のんき家亭
大阪市淀川区 スナック八重
大阪市淀川区 カラオケももちゃん
大阪市淀川区 居酒屋縄手
大阪市淀川区 ワンショットバーキース
大阪市淀川区 照る照る坊主
大阪市淀川区 Nightspace絆
大阪市淀川区 カラオケパブステップ
大阪市淀川区 鮨武徳
大阪市淀川区 炉端処一心
大阪市淀川区 一心ｗｅｓｔ
大阪市淀川区 ダイニングBar グー
大阪市淀川区 snack悠
大阪市淀川区 備長厨房やえん
大阪市淀川区 だいわ寿司
大阪市淀川区 富五郎
大阪市淀川区 酒鮮やっちん
大阪市淀川区 はじめ
大阪市淀川区 肉と魚の鉄板酒場 かさ家
大阪市淀川区 春駒寿し
大阪市淀川区 鶏魚酒場 炭治郎
大阪市淀川区 北野
大阪市淀川区 炭火焼鳥 蔵々
大阪市淀川区 鶏居酒屋るーつ東三国店
大阪市淀川区 Crescent
大阪市淀川区 創作居酒屋つかさ
大阪市淀川区 喫茶ゆたか
大阪市淀川区 ステーキバッカナーレ
大阪市淀川区 漁り舟
大阪市淀川区 simmon's
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大阪市淀川区 すし処深廣
大阪市淀川区 季節料理薗
大阪市淀川区 隠岐の島水産
大阪市淀川区 天ぷらとみおか
大阪市淀川区 三国
大阪市淀川区 カラオケすなっく ほの香
大阪市淀川区 THE PUB
大阪市淀川区 串升
大阪市淀川区 アスペルジュ西中島
大阪市淀川区 お好み焼き 道草
大阪市淀川区 焼肉武蔵
大阪市淀川区 居酒屋うさぎ
大阪市淀川区 炭火焼鶏まくら
大阪市淀川区 Snack EIGHT
大阪市淀川区 喫茶  デン
大阪市淀川区 TSUTAYA
大阪市淀川区 Bar雑葉
大阪市淀川区 和ばる湊
大阪市淀川区 カラオケステージカモン
大阪市鶴見区 鶏問屋たいよう
大阪市鶴見区 ラウンジ サン
大阪市鶴見区 カラオケスタジオ・湊空
大阪市鶴見区 お好み焼 花
大阪市鶴見区 丸岡商店 放出店
大阪市鶴見区 炭焼き酒場 招手屋
大阪市鶴見区 鷄いちず放出店
大阪市鶴見区 丸正酒店
大阪市鶴見区 カラオケスナック桜
大阪市鶴見区 大山畜産
大阪市鶴見区 味万
大阪市鶴見区 花まるキッチン
大阪市鶴見区 Sound Bar BotiBoti
大阪市鶴見区 YACHIYO
大阪市鶴見区 みっちゃん
大阪市鶴見区 え～ひめ２４
大阪市鶴見区 喫茶スナック樹里
大阪市鶴見区 鉄板焼じゅり
大阪市鶴見区 ＳｕｎｎｙＣｌｏｕｄｓ
大阪市鶴見区 小料理一心
大阪市鶴見区 旬魚旬菜 つり宿
大阪市鶴見区 ひろちゃん
大阪市鶴見区 じゃんけんぽん
大阪市鶴見区 しょう
大阪市鶴見区 ゆき江
大阪市鶴見区 ラーメン大穂
大阪市鶴見区 ほっこり酒場ASAHI
大阪市鶴見区 ラウンジKIRA
大阪市鶴見区 松本酒店直売所
大阪市鶴見区 天草
大阪市鶴見区 やきとり 笑家 緑店
大阪市鶴見区 笑家 放出店
大阪市鶴見区 旬彩屋はっかく
大阪市鶴見区 チャーシューのうまいラーメン屋 富士
大阪市鶴見区 Fabbrica
大阪市鶴見区 味菜
大阪市鶴見区 雷鳥
大阪市鶴見区 Ｃａｆｅｍｏｍｏ
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大阪市鶴見区 呑み処やまげ
大阪市鶴見区 ラウンジミューミュー
大阪市鶴見区 BG
大阪市鶴見区 手打ちうどん権兵衛
大阪市住之江区 味恵
大阪市住之江区 御食事処 美恵
大阪市住之江区 味平
大阪市住之江区 喫茶誠
大阪市住之江区 PASO A PASO
大阪市住之江区 花華
大阪市住之江区 かわぐち
大阪市住之江区 やすらぎ
大阪市住之江区 竹広
大阪市住之江区 みやび
大阪市住之江区 きらら
大阪市住之江区 八剣伝 住吉公園前店
大阪市住之江区 かわもと
大阪市住之江区 竹の子
大阪市住之江区 中華料理 珉楽
大阪市住之江区 お好み焼 吉四六
大阪市住之江区 七福園
大阪市住之江区 うまいもん処 好近
大阪市住之江区 味乃家 もっく
大阪市住之江区 奥屋
大阪市住之江区 あづまや
大阪市住之江区 味壺
大阪市住之江区 まんぷく亭
大阪市住之江区 あけぼの
大阪市住之江区 0
大阪市住之江区 呑み処あきちゃん
大阪市住之江区 串かつくし坊
大阪市住之江区 米家
大阪市住之江区 カラオケ・ア・ゲン
大阪市住之江区 呑道楽
大阪市住之江区 居酒屋馬恋
大阪市住之江区 ２ｗｅｅｋｓ
大阪市住之江区 大阪焼 大阪屋
大阪市住之江区 洋風料理屋 連れてっ亭
大阪市住之江区 スナックローズ
大阪市住之江区 インド、ネパール料理 ニサ
大阪市住之江区 お好み焼きMON
大阪市住之江区 鷹取
大阪市住之江区 カラオケうさぎ
大阪市住之江区 Cream Fest
大阪市住之江区 中国料理陽貴
大阪市住之江区 リーフ
大阪市住之江区 元祖うまいもんや本店
大阪市住之江区 霧生
大阪市住之江区 丸亀
大阪市住之江区 昭和酒場 せがわ
大阪市住之江区 酒肴屋 翔の介
大阪市住之江区 天晴寿司
大阪市住之江区 彩
大阪市住之江区 笑平
大阪市住之江区 笑
大阪市住之江区 お食事処 加賀
大阪市住之江区 呑み処 めーぐゎーさー
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大阪市住之江区 立ち飲み処まつおか
大阪市住之江区 王記美食楼
大阪市住之江区 スナックダイニングRiMi
大阪市住之江区 焼鳥 鳥成
大阪市住之江区 居酒屋かのや
大阪市住之江区 BAR真
大阪市住之江区 安福亭
大阪市住之江区 立ち飲みながせ
大阪市住之江区 酒肴ひじり
大阪市住之江区 GIALLO
大阪市住之江区 焼肉味よし
大阪市住之江区 大衆酒場おく
大阪市住之江区 さつまいも専門店おもい屋
大阪市住之江区 洋食にし
大阪市住之江区 蕎麦と肴 温月
大阪市住之江区 焼肉えむかん 北加賀屋店
大阪市住之江区 シェフズテーブルふくろう
大阪市住之江区 おでんやりん
大阪市住之江区 お好み市場あず
大阪市住之江区 割烹もりつね
大阪市住之江区 創作串かつ笑味亭
大阪市住之江区 火焼PWO
大阪市住之江区 不二屋
大阪市住之江区 Start
大阪市住之江区 城すし
大阪市平野区 セレーネ
大阪市平野区 季節一品料理 ふじ 
大阪市平野区 Bar＆カラオケ Legend
大阪市平野区 たこやきてっちゃん
大阪市平野区 からおけ喫茶ダイヤ
大阪市平野区 大衆酒場 みなと屋
大阪市平野区 スナック ＨＩＲＯ
大阪市平野区 カラオケ喫茶I.RO.RI いろ里
大阪市平野区 Ｋ＆Ｋ
大阪市平野区 いっこん
大阪市平野区 串かつ 喜美湖
大阪市平野区 串かついぬい
大阪市平野区 梅吉
大阪市平野区 カラオケエルビー
大阪市平野区 鉄板処 お好み焼き つか本。
大阪市平野区 花まる
大阪市平野区 旬彩料理 よつ葉
大阪市平野区 ジャングル
大阪市平野区 居酒屋あかまる
大阪市平野区 酒さんぽ道ちろり庵
大阪市平野区 ひょっこ
大阪市平野区 0010（イチマル）
大阪市平野区 カラオケBARじゅんじゅん
大阪市平野区 カラオケきまま
大阪市平野区 鉄板焼 成金堂
大阪市平野区 夕焼けこやけ
大阪市平野区 たこ焼き居酒屋 笑顔 長原駅前店
大阪市平野区 ムーンチャイルド
大阪市平野区 ひだまり
大阪市平野区 悟空
大阪市平野区 ウエルカム
大阪市平野区 居酒屋あさ吉
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大阪市平野区 鮨髙瀬
大阪市平野区 Little Ribar 
大阪市平野区 元家
大阪市平野区 ふうせんまる
大阪市平野区 レギャン
大阪市平野区 大阪王将長吉出戸店
大阪市平野区 居酒屋 蔵
大阪市平野区 富月園
大阪市平野区 おみっちゃん
大阪市平野区 串処 居呂八
大阪市平野区 銀蔵
大阪市平野区 栄鮓
大阪市平野区 八剣伝 平野店
大阪市平野区 中華料理天泉
大阪市平野区 at-pool
大阪市平野区 酒菜工房しんくま
大阪市平野区 モダンチャイナ大橋
大阪市平野区 奨拳
大阪市平野区 英 はなぶさ
大阪市平野区 やきとり亭
大阪市平野区 くらしき亭
大阪市平野区 すなっくR
大阪市平野区 ホルモン居酒屋一
大阪市平野区 ASH
大阪市平野区 居酒屋どや
大阪市平野区 焼肉スエヒロ
大阪市平野区 エーツー
大阪市平野区 ソアラ
大阪市平野区 串えもん
大阪市平野区 おてもやん
大阪市平野区 たこぼう
大阪市平野区 彩鶏亭
大阪市平野区 居酒屋ふくろう
大阪市平野区 Ｐｉｇｇｙ’ｓ
大阪市平野区 ZERO
大阪市平野区 家庭料理ゆき
大阪市平野区 GAYATRI
大阪市平野区 らんまん
大阪市平野区 Ｂｉｓｔｒｏ ＇ｏｌｕ＇ｏｌｕ
大阪市平野区 ココメロ
大阪市平野区 かつ亭
大阪市平野区 花満円出戸店
大阪市平野区 和草
大阪市平野区 しし丸
大阪市平野区 つくねや
大阪市平野区 やまちゃん
大阪市平野区 あんじゅ
大阪市平野区 喫茶みやこ
大阪市平野区 スナック たまご
大阪市平野区 スナックラン
大阪市北区 地鶏焼 もあい
大阪市北区 喜洋洋
大阪市北区 花舎
大阪市北区 西天酒場 たんたん
大阪市北区 ブラウンダービー
大阪市北区 群醸日和
大阪市北区 ヤマト
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大阪市北区 BAR COZy
大阪市北区 永 えん
大阪市北区 信州そば
大阪市北区 智屋
大阪市北区 中華料理 大王（ターワン）天満橋店
大阪市北区 すずらん
大阪市北区 うた吉
大阪市北区 ポニーテール
大阪市北区 おふくろの味 宇の木
大阪市北区 花 すみれ
大阪市北区 ピアノバーココ 
大阪市北区 燕
大阪市北区 みちくさ
大阪市北区 田舎家食堂
大阪市北区 日本酒まつやま
大阪市北区 魚重
大阪市北区 ＰＵＢエトワール２１
大阪市北区 レストラン 利樹
大阪市北区 豆寅
大阪市北区 吉祥楼
大阪市北区 てんいち
大阪市北区 惣菜酒房 きままや
大阪市北区 和牛の紀楽
大阪市北区 karin
大阪市北区 ef
大阪市北区 食彩酒房 ぱる亭
大阪市北区 わんぱく
大阪市北区 THE ROYAL MILE
大阪市北区 大広
大阪市北区 June・ジュン
大阪市北区 クリスマス
大阪市北区 メンバーズ道
大阪市北区 ラ・メール
大阪市北区 Bar旭星
大阪市北区 Bar DEEP
大阪市北区 ビストロバー クゥードゥヴァン
大阪市北区 お好み焼 官平
大阪市北区 ビルド
大阪市北区 MEMBER´S BAR EAST
大阪市北区 かおる
大阪市北区 ＢａｒＫａｙａ
大阪市北区 手打ちうどん一
大阪市北区 薩摩
大阪市北区 ボデガス まるしん
大阪市北区 サントリーオールドバー
大阪市北区 歩 あゆみ
大阪市北区 すし魚貴
大阪市北区 KOH
大阪市北区 季節料理 楽山
大阪市北区 綾
大阪市北区 ル・アンジェ
大阪市北区 カメレオン
大阪市北区 和彩 ゆか都
大阪市北区 鉄板ステーキピュール
大阪市北区 ラウンジ童夢
大阪市北区 ニューじゅんこ
大阪市北区 MEMBERS MIWA
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大阪市北区 割烹いとう
大阪市北区 麒麟亭
大阪市北区 串カツ 北北新地
大阪市北区 musubi
大阪市北区 彦寿司
大阪市北区 Music Bar ねことひげ
大阪市北区 きたがき
大阪市北区 ロイヤルボックス（Royal Box ）
大阪市北区 SHOTBAR  fishbone
大阪市北区 メゾンパリジャン
大阪市北区 M＆M
大阪市北区 ふぁぼり
大阪市北区 ＡＮＴＥＮＮＡ
大阪市北区 ヴィアジォーベクアットロ
大阪市北区 ヤマネヤ
大阪市北区 餃子の勝 天満店
大阪市北区 風林火山
大阪市北区 はま
大阪市北区 THANK YOU 39
大阪市北区 立呑みとり焼肉スタンドとり軍
大阪市北区 めん処福籠庵
大阪市北区 スナックいつか
大阪市北区 与志多
大阪市北区 RIDEO
大阪市北区 ふくみ屋 天満店
大阪市北区 大阪はなび
大阪市北区 WineBarSato
大阪市北区 RAINBOW
大阪市北区 ラウンジリーブル
大阪市北区 砂浜ダイニングバーシェイプビーチ梅田店
大阪市北区 居酒屋さん ゆめしずく
大阪市北区 KAJU
大阪市北区 シルバー
大阪市北区 tsuru
大阪市北区 cafebrave ーmatsunami
大阪市北区 ラオウ軒
大阪市北区 梅華皮
大阪市北区 ＢＡＲ天五屋
大阪市北区 北新地こくらげ
大阪市北区 ガーデンカフェ
大阪市北区 魚屋魚菜 春雨
大阪市北区 SBASE
大阪市北区 大來軒
大阪市北区 のんべえ寿司
大阪市北区 モナリザ
大阪市北区 しょくさい花器楽
大阪市北区 ChicagoRock
大阪市北区 煮売屋ぽっと
大阪市北区 b.
大阪市北区 マイウェイ
大阪市北区 常夜燈 曾根崎店
大阪市北区 LIVEALIVE
大阪市北区 麺やマルショウ梅田EST店
大阪市北区 北新地食堂en
大阪市北区 猫じた珈琲
大阪市北区 家庭料理 淀
大阪市北区 安里家OSAKA

40 / 106 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4年2月7日公表分）

大阪市北区 BAR LOOSE
大阪市北区 ふくすけ亭
大阪市北区 Bar arara
大阪市北区 家庭料理すぷらうと
大阪市北区 さくら樹
大阪市北区 Italian Bar 刃
大阪市北区 #11th
大阪市北区 インディゴ・ブルー
大阪市北区 ダタ＆びいで・びいで
大阪市北区 シャンソニエ ジルベール・ベコー
大阪市北区 喫茶ラピーヌ
大阪市北区 Ｓｗｅｅｔ Ｍｏｏｎ
大阪市北区 スナック十勝野
大阪市北区 炭焼酒場まさむね
大阪市北区 Bar宵待
大阪市北区 ショットバーアンドレ
大阪市北区 PUBLIC KITCHEN cafe 中崎町店
大阪市北区 ドン釜ゴールド
大阪市北区 ホワイトベア
大阪市北区 U Cafe
大阪市北区 御料理うえの
大阪市北区 JOY
大阪市北区 肴や
大阪市北区 はたごはん
大阪市北区 和み処 千鈴
大阪市北区 肴やバルヲ
大阪市北区 赤いルビー
大阪市北区 備長炭焼き鳥 心
大阪市北区 ＳＮＡＣＫ 玉ちゃん 北新地店
大阪市北区 エデンの東
大阪市北区 BAR JeunEsse
大阪市北区 森ん家
大阪市北区 上等カレー天神橋店
大阪市北区 Lapis Lazuli 八号
大阪市北区 創彩空
大阪市北区 Blue Hole
大阪市北区 ｌ’ＯｄｅｓⅤｉｇｎｅｓ
大阪市北区 Alloro
大阪市北区 お好み焼 てんぐ 中津店
大阪市北区 居酒屋天神橋若竹
大阪市北区 ＷＨＩＴＥ・ＣＲＯＷ
大阪市北区 ふく
大阪市北区 SHOT BAR NOBU
大阪市北区 FLAIR
大阪市北区 ray
大阪市北区 想ひ結
大阪市北区 与力町ガーデン
大阪市北区 Bar34
大阪市北区 JADE
大阪市北区 ぉ田
大阪市北区 お酒と手料理 うさぎ
大阪市北区 癒 Nao
大阪市北区 地酒さかば雅
大阪市北区 いちげん屋
大阪市北区 MIDIAN
大阪市北区 白鳳
大阪市北区 炭焼地鶏 鳥健
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大阪市北区 Delta
大阪市北区 ファンタジア
大阪市北区 加津
大阪市北区 炭焼屋かっぱ
大阪市北区 DIA5
大阪市北区 Bodaiju Cafe
大阪市北区 一富士
大阪市北区 P.Collection
大阪市北区 北新地しゃぶ亭
大阪市北区 バーエレファントサーカス
大阪市北区 悠you
大阪市北区 洋酒の店ギルビヰ
大阪市北区 スナックjune
大阪市北区 Le Marrakech
大阪市北区 西洋食堂poussin
大阪市北区 ダーツ＆ダイニング524
大阪市北区 BAK UMEKITA
大阪市北区 SHOT BAR JOIN IT
大阪市北区 BAR SAGITTA
大阪市北区 喫茶ビクター
大阪市北区 炭火焼肉 一兆
大阪市北区 ミストラル
大阪市北区 ロール寿司 だぶるくぉてーしょん粋
大阪市北区 伊々
大阪市北区 インセブン
大阪市北区 レストランディーバ
大阪市北区 BAR北酒場
大阪市北区 岩さき
大阪市北区 sourire
大阪市北区 KURIA
大阪市北区 季節一品むら本
大阪市北区 ぱんぷきん’９１
大阪市北区 スナックさわ
大阪市北区 語り場スナック４U
大阪市北区 中華料理 ふうふう
大阪市北区 西天満竹井
大阪市北区 Dining bar camp
大阪市北区 ＣＹＣＯＧＩＲＬＳ
大阪市北区 ビストロとんとろすぶたそら
大阪市北区 Mint(みんと)
大阪市北区 BISTRO TSUNORI
大阪市北区 食事処へそ
大阪市北区 鮨処うお徳
大阪市北区 SAVE CAT CAFE
大阪市北区 After All
大阪市北区 magenta
大阪市北区 ちょい飲みバーもも
大阪市北区 BAR N's
大阪市北区 yuuki
大阪市北区 ぶどう畑
大阪市北区 朱々
大阪市北区 サダクロ
大阪市北区 エスポわーる
大阪市北区 遊空間ＳｈｉｎｓｕｉⅡ
大阪市北区 味やまさき
大阪市北区 呑み処九州もん
大阪市北区 ジュリアーノ
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大阪市北区 SOUI串風
大阪市北区 若つき
大阪市北区 Sparkle
大阪市北区 季節料理佳容
大阪市北区 雪茶
大阪市北区 まめふじ
大阪市北区 喫茶来夢
大阪市北区 Maido
大阪市北区 ハバ
大阪市北区 Winestand Perche
大阪市北区 喫茶マイサニー
大阪市北区 イースポット（E-SPOT）
大阪市北区 Lamp
大阪市北区 東呉台湾牛肉麺
大阪市北区 サロンカフェ零
大阪市北区 フォルティシモ
大阪市北区 Bar plus L
大阪市北区 BAR DEJAVU バーデジャヴ
大阪市北区 プティKaren
大阪市北区 大吾朗商店
大阪市北区 スパイス王国ナビオ店
大阪市北区 かんな月
大阪市北区 鉄板ステーキ 鐵
大阪市北区 麺家 近
大阪市北区 居酒屋なんもり
大阪市北区 和膳 とく家
大阪市北区 笑門酒房だんけ
大阪市北区 ルージュ
大阪市北区 みぽら 
大阪市北区 サントリーローズ
大阪市北区 ＢＡＲアイラ・ミスト
大阪市北区 67k''
大阪市北区 咲
大阪市北区 Bar FUN's
大阪市北区 カラオケ＆バーふくちゃん
大阪市北区 K'sDining&Karaoke
大阪市北区 izakaya kamonn
大阪市北区 Bar THE TIME 天神
大阪市北区 中華料理 味道
大阪市北区 ０／４０（ラブ・フォーティ）
大阪市北区 炭火やきとり藤
大阪市北区 権兵衛
大阪市北区 鉄板焼 翔
大阪市北区 Jessie
大阪市北区 Bar Arpeggio
大阪市北区 Bar ibuki
大阪市北区 Bar Avalon
大阪市北区 長崎亭
大阪市北区 Prego.
大阪市北区 蒼い月1969
大阪市北区 ちーふの店なかじま
大阪市北区 有閑マダム 優雅（エレガンス）
大阪市北区 立呑み丘
大阪市北区 和（なごみ）
大阪市北区 赤目（天満）
大阪市北区 Northvillage
大阪市北区 Joyeux
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大阪市北区 淀
大阪市北区 Seven Wave
大阪市北区 東茶屋なかむら
大阪市北区 太らん
大阪市北区 バーツースリー
大阪市北区 和音
大阪市北区 777
大阪市北区 ショットバートラッシュ
大阪市北区 salon
大阪市北区 ワイン食堂エトレーヌ
大阪市北区 味楽
大阪市北区 プリティー
大阪市北区 ライラ
大阪市北区 Ｒｅ：ｍ
大阪市北区 Ace KITASHINCHI 
大阪市北区 テンカラ食堂
大阪市北区 メンバーズｙａｇｉ
大阪市北区 らぁ麺きくはん
大阪市北区 おはし処矢乃
大阪市北区 flower
大阪市北区 SALAMAT
大阪市北区 馬鹿坊
大阪市北区 LAMP
大阪市北区 やきとり 松里
大阪市北区 シフルカシェ
大阪市北区 tsuboniwa
大阪市北区 #REF!
大阪市北区 たこ家 道頓堀くくる 大丸梅田店
大阪市北区 燻製ＢＡＲ
大阪市北区 ピピネラキッチン
大阪市北区 GRILL&BAR SOULWOOD
大阪市北区 Muu
大阪市北区 花せ川
大阪市北区 30／50  サーティ／フィフティ
大阪市北区 魚彩和
大阪市北区 寿司処多もん
大阪市北区 ウッディパブ山小屋
大阪市北区 焼肉 イロリ
大阪市北区 天ノ家
大阪市北区 寿司処まえ田
大阪市北区 浅草もんじゃ・お好み焼き・鉄板焼 西屋天６店
大阪市北区 居酒屋 やよい
大阪市北区 Lapin
大阪市北区 Ｆｒｅｅｄｏｍ 由
大阪市北区 東海園
大阪市北区 Kitchen & Bar KC MUM
大阪市北区 bar moonwalk 大阪梅田店
大阪市北区 バーラジル
大阪市北区 喫茶ラビアン
大阪市北区 Kitchen味人
大阪市北区 焼肉 蔵人
大阪市北区 Craft Burger co.
大阪市北区 たこ焼ナンバーワン
大阪市北区 ＳＴＡＭＰＥＤＥ（ スタンピート ）
大阪市北区 La pupilla
大阪市北区 夏花火
大阪市北区 スナック港
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大阪市北区 鮨瀧本
大阪市北区 Kimagure French黒猫 北新地店
大阪市北区 料理酒房しょうち
大阪市北区 Laughter
大阪市北区 千疋屋
大阪市北区 洛ニ神
大阪市北区 The Coconut Diner 
大阪市北区 Ｖｉｌｌａｇｅ
大阪市北区 THE HIGHLANDS
大阪市北区 バグース
大阪市北区 マッコリ家
大阪市北区 包屯
大阪市北区 GOHAN
大阪市北区 あらえびす
大阪市北区 旬菜 咲咲
大阪市北区 お好み焼つる家
大阪市北区 Marble
大阪市北区 はるいちばん
大阪市北区 キャメロット
大阪市北区 カレーハウスT＆A 東天満店
大阪市北区 愛子
大阪市北区 Everyone's Good House
大阪市北区 有諏川
大阪市北区 餃子 立山 梅田店
大阪市北区 焼肉輝北新地
大阪市北区 真夏
大阪市北区 中﨑
大阪市北区 5001年
大阪市北区 しゃぶしゃぶ すき焼き はるな
大阪市北区 杜氏屋
大阪市北区 第３会議室
大阪市北区 カラーズ
大阪市北区 カレーショップ「マサラ」
大阪市北区 蜆楽紅鯨
大阪市北区 蜆楽檸檬
大阪市北区 酒楽和創かふく
大阪市北区 山吹
大阪市北区 月登
大阪市北区 和おん銀沙
大阪市北区 やき鳥 とり友
大阪市北区 そば処 更科
大阪市北区 リゾートイン・ディパーチャ
大阪市北区 CHEERS 1ST
大阪市北区 Ｌ’ＥＣＲＩＮ
大阪市北区 KOBE STEAK Tsubasa 北新地店
大阪市北区 創作和菓子工房芭蕉庵
大阪市北区 ブルーチェリー
大阪市北区 うえだ
大阪市北区 ＧＵＦＯ－Ｂｉａｎｃｏ
大阪市北区 Ⓡiving
大阪市北区 地鶏しちりん焼 鶏七厘
大阪市北区 老松ひさ乃
大阪市北区 たきはた
大阪市北区 コキリ
大阪市北区 和風スナック加代
大阪市北区 洋食キッチンal.baum
大阪市北区 Zip

45 / 106 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4年2月7日公表分）

大阪市北区 Ｃｕｒｒｙ Ｍａｓａｌａ
大阪市北区 かりんとう
大阪市北区 屋根裏バーエルパジャッソ
大阪市北区 ランジュヴァン
大阪市北区 Ｋ２．
大阪市北区 寿し処 粋
大阪市北区 Bacaro Acca
大阪市北区 みんなのひみつきち
大阪市北区 幸太楼
大阪市北区 ボードゲームカフェプラス
大阪市北区 Bar髙橋
大阪市北区 旬の魚と季節のお料理 くすの木
大阪市北区 オステリアダパオロ
大阪市北区 旨い酒と肴 呑喜
大阪市北区 旨いとりとエビフライ のんき
大阪市北区 鉄板ダイニング DaikinBoshi
大阪市北区 串焼一直
大阪市北区 三輪車
大阪市北区 倶楽部ラ・ムー
大阪市北区 kureyjenny
大阪市北区 ちむどんどん
大阪市北区 とり安
大阪市北区 gyAnきてやラスたいネ
大阪市北区 PIANO.
大阪市北区 ＰＩＡＮＯⅡ
大阪市北区 懐石かつら
大阪市北区 北新地たなか
大阪市北区 chel,c
大阪市北区 心
大阪市北区 Misy
大阪市北区 薬膳和鍋Lotus Pot
大阪市北区 北新地 藤彩（Cherry pick lab）
大阪市北区 スナックチャボ
大阪市北区 cugnette
大阪市北区 満福ホルモン
大阪市北区 ＮｕｍＢａｒ ５
大阪市北区 Diva
大阪市北区 kamada kitchen
大阪市北区 Cafetin de BuenosAires
大阪市北区 呑み食い処おかん
大阪市北区 BAR CRSEC
大阪市北区 たかはた西店
大阪市北区 カサブランカ
大阪市北区 縁
大阪市北区 日本酒とお万菜 じゃんけんポン
大阪市北区 ロマン
大阪市北区 壺天
大阪市北区 900
大阪市北区 ザ・ベストテンＰＡＲＴⅠ
大阪市北区 ザ・ベストテンＰＡＲＴⅡ
大阪市北区 中国料理翠蓮
大阪市北区 ぶらっきー
大阪市北区 地鶏屋 逢 喜
大阪市北区 北新地大喜
大阪市北区 飲み処 朝な夕なに
大阪市北区 北新地 B.C.(KITASHINCHI B.C.)
大阪市北区 香葉
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大阪市北区 マルシン
大阪市北区 札幌 山嵐 東通り店
大阪市北区 BAR CO-GU
大阪市北区 博多水炊き 海鮮 囲み屋 晴
大阪市北区 グラシア
大阪市北区 味楽
大阪市北区 ボビノ
大阪市北区 一品居
大阪市北区 ラウンジＦａｉｒｙ
大阪市北区 脇田屋
大阪市北区 ZEUS
大阪市北区 ニューナンバーワン
大阪市北区 Bar moonwalk お初天神
大阪市北区 鮨処 たかはし
大阪市北区 老松町RABbit
大阪市北区 澤
大阪市北区 レストランバーローレンス
大阪市北区 Gacha²
大阪市北区 祥瑞（しょうずい）
大阪市北区 まるとく
大阪市北区 未希
大阪市北区 せみまる
大阪市北区 酒の上谷酒店 立ち飲みうえたに
大阪市北区 BarArlequin 
大阪市北区 虹
大阪市北区 三上遊船
大阪市北区 Bar 秀 おかげさんで
大阪市北区 和伊バル たなかキカク
大阪市北区 寿司 焼酎 みずしま
大阪市北区 ピアニシモ
大阪市北区 Cumparsita
大阪市北区 韓国風チキン専門店ここチキン中崎町店
大阪市北区 絶対唐揚
大阪市北区 鶏玉 天五店
大阪市北区 Indian Resturant Dip RASNA
大阪市北区 ダイナー コインロッカー
大阪市北区 桜橋深川
大阪市北区 戀（Ren）
大阪市北区 Lu・pu
大阪市北区 スナック実
大阪市北区 つぼキムチ
大阪市北区 かっぽう庵江上
大阪市北区 ＬＡＢＲＩＳＨ
大阪市北区 BAR PROGRESSO
大阪市北区 g-bless
大阪市北区 ザルーム フルーレ
大阪市北区 居酒屋 俺の大関
大阪市北区 たもん
大阪市北区 虹
大阪市北区 洋食おくむら
大阪市北区 旬味えがわ
大阪市北区 虎ノ王 つけ麺専門 梅田店
大阪市北区 ちからや天神橋4丁目店
大阪市北区 虎ノ王つけ麺・ラーメン 梅田２号店
大阪市北区 北新地たゆうたゆＤＸＤＸ
大阪市北区 ミニラウンジフジ
大阪市北区 2222
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大阪市北区 祭太鼓 梅田限定メニュー店
大阪市北区 家呑み みずや
大阪市北区 古潭
大阪市北区 CAROL
大阪市北区 新明石鮓
大阪市北区 ハードレイン
大阪市北区 LE VINBIEN
大阪市北区 弁けぇ
大阪市北区 KiKi
大阪市北区 割烹がはは
大阪市北区 宮川町水簾 北新地店
大阪市北区 お好み焼ききよ美
大阪市北区 Shippona
大阪市北区 天すし
大阪市北区 鉄板酒場トマト
大阪市北区 FOOD TRUCK
大阪市北区 ひろかずや
大阪市北区 スペイン料理の店 CUATRO DEVAS
大阪市北区 BAR Foce
大阪市北区 BAR FENIX
大阪市北区 BAR 宗
大阪市北区 majocafe
大阪市北区 Club田村
大阪市北区 Shin-Chan
大阪市北区 軍鶏と旨い酒らっき
大阪市北区 bar inspire
大阪市北区 Bar  MUSE
大阪市北区 Hotel Noum OSAKA
大阪市北区 bar miru
大阪市北区 壱信 いっしん
大阪市北区 ラクーン
大阪市北区 牛串焼きゴーゴーホルモン亭
大阪市北区 みやび亭
大阪市北区 Bar cocoro
大阪市北区 アンジュ
大阪市北区 apart drinks and gallery
大阪市北区 HERRADURA
大阪市北区 花門
大阪市北区 讃岐うどん今雪
大阪市北区 おむらいす屋
大阪市北区 BAR QUINTA
大阪市北区 近江牛と有機野菜の呑処ひだまり
大阪市北区 はま乃や 天神橋店
大阪市北区 炭焼モータープールso-sin
大阪市北区 井戸
大阪市北区 ラウンジたつ巳
大阪市北区 BAR Magic Time
大阪市北区 BOTTOM TIME
大阪市北区 よっとこ
大阪市北区 白鳥
大阪市北区 scudetto スクデット
大阪市北区 アップル
大阪市北区 器楽ダイニングパイ
大阪市北区 ダイニングバー ルジュ
大阪市北区 あおぎり
大阪市北区 笑日志
大阪市北区 motaba
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大阪市北区 天獄
大阪市北区 お好み・鉄板焼 堀川
大阪市北区 バンドワゴン
大阪市北区 DO
大阪市北区 酒場のパチモンウォーズ
大阪市北区 ラウンジなでしこ
大阪市北区 暖
大阪市北区 LE RESTAURANT DE YOSHIMOTO
大阪市北区 酒菜せお
大阪市北区 Souple29
大阪市北区 寿司常
大阪市北区 立ち呑み天ぷら やまなか
大阪市北区 炭焼と和酒ひとしお
大阪市北区 カサブランカ
大阪市北区 彩食絢味花谷山中
大阪市北区 恵酒真楽 やまなか
大阪市北区 BAR RAY-LUXE-
大阪市北区 ホルモン酒場ヤマホル
大阪市北区 ウォーターボーイズ
大阪市北区 じゃず家
大阪市北区 CAFE LAPINE 36
大阪市北区 北新地めしやカリクロ
大阪市北区 スローインター
大阪市北区 たこ焼道楽わなか 天六店
大阪市北区 カレー倶楽部ルウ梅田店
大阪市北区 Luciano
大阪市北区 お好み鉄板焼おもろみ
大阪市北区 門
大阪市北区 まこと
大阪市北区 Monsieur&Madam1997
大阪市北区 CAFE BAR TRINI
大阪市北区 和酒・和食 新田
大阪市北区 鶏魂 鶏魂鳥福
大阪市北区 釜山屋
大阪市北区 三浦屋
大阪市北区 ダイニングバー夢酒
大阪市北区 赤とんぼ
大阪市北区 肴屋あしか
大阪市北区 千の奏
大阪市北区 地鶏ダイニングごゆるり庵南森町店
大阪市北区 おうち居酒屋ちろり
大阪市北区 レストランオリビエルフランソワ
大阪市北区 中津一丁目まぐろや あを葉
大阪市北区 北新地うのあん
大阪市北区 Italiann Bar TABEL
大阪市北区 Cure
大阪市北区 たまちゃん
大阪市北区 ＳｏｃｃｅｒＢａｒＳｈａｋｅＨａｎｄｓ
大阪市北区 Cloud9
大阪市北区 La Scarpetta
大阪市北区 メンバーズかとれあ
大阪市北区 もりおか
大阪市北区 旬彩軒みずの
大阪市北区 にしひら
大阪市北区 海匠
大阪市北区 居酒屋大甚
大阪市北区 ラーニングバーCF 
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大阪市北区 村上酒店
大阪市北区 CURURU 北新地店
大阪市北区 メンバーズ 池上
大阪市北区 ショコラ&パルフェ フロランタン
大阪市北区 ルージュ
大阪市北区 こだわり野菜&創作和ダイニング和み
大阪市北区 switch279
大阪市北区 どい亭HIKOBOSHI
大阪市北区 PALM Cafe&Creperie
大阪市北区 CABANA
大阪市北区 鮨 おぎ堂
大阪市北区 焼肉松心
大阪市北区 BARVIOLIN
大阪市北区 みうらやタイ食堂
大阪市北区 かがやきダイナー
大阪市北区 cocotte ココット
大阪市北区 Salon de Queen 
大阪市北区 あわくれ。
大阪市北区 いわせ
大阪市北区 そば処 つくし
大阪市北区 天ぷら川原崎
大阪市北区 キッチンルミエール
大阪市北区 G'day
大阪市北区 玄武
大阪市北区 ＮＩＴＯ
大阪市北区 東南アジア食堂マラッカ
大阪市北区 創作料理 大田 北新地本店
大阪市北区 釜山家庭料理車
大阪市北区 米と葡萄
大阪市北区 cafe シャト・レーヌ プラス 大阪駅前第２ビル地下２階南店
大阪市北区 キャナル
大阪市北区 お食事処あかね
大阪市北区 アル・リコルド
大阪市北区 穂々恵み
大阪市北区 あつむら
大阪市北区 お酒とお歌おさと
大阪市北区 メヤメヤ
大阪市北区 ０９１７
大阪市北区 三丁目の珈琲店
大阪市北区 やまごや
大阪市北区 BARくちさけ
大阪市北区 茜屋珈琲店
大阪市北区 アニソンDining＆BARとらんぷ
大阪市北区 八尾蒲鉾店
大阪市北区 GENYA
大阪市北区 THE Aout （Atout 北新地）
大阪市北区 熊本馬源
大阪市北区 楠木フサエはなれ
大阪市北区 越後屋
大阪市北区 HORMOSH
大阪市北区 bar moonwalk 阪急中通り店
大阪市北区 洋食泉
大阪市北区 塩干しおから
大阪市北区 将棋バーウォーズ
大阪市北区 トレジャー
大阪市北区 広東名菜 紅茶
大阪市北区 肉のあかい
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大阪市北区 re・RODiN
大阪市北区 十三トリス 北新地
大阪市北区 MIDORI
大阪市北区 ブラッスリー舵
大阪市北区 ちょい
大阪市北区 Ara
大阪市北区 わっぜ
大阪市北区 Ba-Bar凜
大阪市北区 WA
大阪市北区 アタッシュモン
大阪市北区 スナック和子
大阪市北区 立呑 ジャグラー
大阪市北区 Tachinomi 奢酌楽 Toyosaki
大阪市北区 璃んご
大阪市北区 アクサングラーブ・ル・ソレイユ
大阪市北区 bar Candle
大阪市北区 Soap opera classic -Umeda-
大阪市北区 Ｄ-ｔａｉｌ
大阪市北区 J.B.CHOPPER
大阪市北区 ふじ
大阪市北区 癒酒屋お花
大阪市北区 colonie
大阪市北区 〔２４／７〕
大阪市北区 やきとり大吉天神橋店
大阪市北区 スタンドシャン食-OSAKA梅田エスト-
大阪市北区 居酒屋母さん
大阪市北区 humming bird
大阪市北区 Ｐｉｃｃｏｌｏｂａｒ
大阪市北区 BAR華
大阪市北区 北新地桔梗
大阪市北区 じろう亭
大阪市北区 たかはら
大阪市北区 Maison4125
大阪市北区 麺屋清兵衛
大阪市北区 Le Comptoir de シャンパン食堂
大阪市北区 ＢＡＲＴＨＥＷＥＩＧＨＴ
大阪市北区 小松屋
大阪市北区 金久右衛門梅田店
大阪市北区 つきみ
大阪市北区 山なか製麺所
大阪市北区 LACERBA
大阪市北区 HATSU
大阪市北区 パナリ堂
大阪市北区 鳥きち
大阪市北区 こと美
大阪市北区 BAR LAMP
大阪市北区 忠将グルメ
大阪市北区 炭火やきとり炎座
大阪市北区 IKKIUCHI 一騎討ち
大阪市北区 麻雀倶楽部セブン
大阪市北区 割烹丸八
大阪市中央区 スナック光城
大阪市中央区 メンバーズ 森山
大阪市中央区 Qui Feu Qui
大阪市中央区 麺工房
大阪市中央区 三ツ寺筋 秀月
大阪市中央区 コンパ

51 / 106 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4年2月7日公表分）

大阪市中央区 食処 えび亭
大阪市中央区 スナック たのし美
大阪市中央区 珈琲＆麦酒 佛蘭弗
大阪市中央区 カノン
大阪市中央区 三代目 木村屋
大阪市中央区 吟
大阪市中央区 バルバラ
大阪市中央区 割烹 はや志
大阪市中央区 ワインちゃん 瓦町路地
大阪市中央区 高や
大阪市中央区 陽だまり
大阪市中央区 しらがき
大阪市中央区 ナンバ マルフク
大阪市中央区 ほづみ
大阪市中央区 scot's Maggie
大阪市中央区 メキシカンキッチン＆ドリンク エル・チャロ
大阪市中央区 いかわ寿司
大阪市中央区 エルモンテ
大阪市中央区 NOLA
大阪市中央区 てんまみち中川
大阪市中央区 メンバーズ さくら
大阪市中央区 博多串焼き 心
大阪市中央区 中国海鮮酒家 李白
大阪市中央区 Cornell
大阪市中央区 メンバーズ 舞
大阪市中央区 げんばぁ
大阪市中央区 御岳さん
大阪市中央区 四季彩 一成
大阪市中央区 おかんカレー coccinelle
大阪市中央区 努祥
大阪市中央区 鮨 髙雄
大阪市中央区 Jun
大阪市中央区 BAR-STANDLIAR
大阪市中央区 ザ．バー富美家
大阪市中央区 無常うどん
大阪市中央区 福梅
大阪市中央区 Bar Growing
大阪市中央区 LADYGO
大阪市中央区 スナック松
大阪市中央区 ゑびす堂
大阪市中央区 スナックいずみ
大阪市中央区 四季彩炭美処ゆうや
大阪市中央区 ＷＡＲＡＵ 本町店
大阪市中央区 お好み焼きdiningみつお
大阪市中央区 ROASTERS COFFEE
大阪市中央区 珍竹林なんば店
大阪市中央区 カルトブランシュ
大阪市中央区 田八
大阪市中央区 花道
大阪市中央区 蛸家 本店
大阪市中央区 らーめんあじどの
大阪市中央区 LA･LUNA
大阪市中央区 大阪あげ鳥一
大阪市中央区 北浜ダイナー
大阪市中央区 Fruit collection kakumi 
大阪市中央区 JET DINER
大阪市中央区 MALIBU
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大阪市中央区 大衆餃子酒場今ちゃん
大阪市中央区 慧
大阪市中央区 居酒屋 凛
大阪市中央区 アノニマスanonymous
大阪市中央区 多丸屋
大阪市中央区 BAR CLUTCH
大阪市中央区 うお熊
大阪市中央区 喫茶ボニー
大阪市中央区 Snack bar 城
大阪市中央区 mr.kanso shop 心斎橋パルコ店
大阪市中央区 BBBar
大阪市中央区 Ｐａｇｅｏｎｅ
大阪市中央区 鶴牛
大阪市中央区 ZONOZONO
大阪市中央区 Da'fronte
大阪市中央区 ステーキハウスキューブ
大阪市中央区 千日前やすだやウラなんば店
大阪市中央区 なんばしょっと？
大阪市中央区 PINK KAWAII
大阪市中央区 BAR JACK
大阪市中央区 Bar TRAIL
大阪市中央区 matsuda
大阪市中央区 アラウンド ザ ワールド
大阪市中央区 麺屋はなぶさ
大阪市中央区 なべ料理よし富
大阪市中央区 ええかんじ食堂
大阪市中央区 アミ Ａｍｉｅ
大阪市中央区 Barむろ
大阪市中央区 Bar assemble
大阪市中央区 鉄板屋ゆずりは
大阪市中央区 CERENDIB
大阪市中央区 members K
大阪市中央区 AGUA MALA
大阪市中央区 家庭料理勘平
大阪市中央区 南庭
大阪市中央区 魚処天悟
大阪市中央区 Barあまとりあ
大阪市中央区 Music Bar CODA
大阪市中央区 ふぐ料理 太政
大阪市中央区 心ちや
大阪市中央区 Ｋｉｉｔｏｓ
大阪市中央区 IP CITY HOTEL Osaka ファミリア
大阪市中央区 なにわフレンチびぎん
大阪市中央区 もつマニア 旧かしら屋
大阪市中央区 道頓堀一休
大阪市中央区 蛸家 よこ店
大阪市中央区 四季遊食 一歩
大阪市中央区 BEGGARS BANQUET
大阪市中央区 メンバーズ祐
大阪市中央区 居酒屋八べえ
大阪市中央区 炭とおいしいお酒のお台処 晃
大阪市中央区 呑み処おゆき
大阪市中央区 丼彩酒楽由庵
大阪市中央区 ワイン食堂Ｆａｎｔａｓｉｓｔａ
大阪市中央区 cassie's
大阪市中央区 Lefuge
大阪市中央区 K₂
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大阪市中央区 PUBLIC KITCHEN cafe 南船場店
大阪市中央区 AZABU
大阪市中央区 Bar make it
大阪市中央区 備長炭焼 和食 さとり
大阪市中央区 Anamune
大阪市中央区 ちとせ
大阪市中央区 CONNECT
大阪市中央区 なんじゃもんじゃ
大阪市中央区 番屋
大阪市中央区 Ｍｅｍｂｅｒｓ Ｊｕｎ
大阪市中央区 CULTI EARL HOTEL
大阪市中央区 お酒の美術館 東心斎橋店
大阪市中央区 PIZZA FORNO CAFE もりのみやキューズモール店
大阪市中央区 STAND KING CONG
大阪市中央区 ながおかキッチン
大阪市中央区 酒と魚たにろくクッチョロ
大阪市中央区 立呑み処夜神楽
大阪市中央区 AIKANA BAR
大阪市中央区 大阪かに源別邸三津寺店
大阪市中央区 YAMANEKO
大阪市中央区 たよし北浜店
大阪市中央区 Bar涙のイタリアンツイスト
大阪市中央区 ｎＡｖｅ
大阪市中央区 湘味食府
大阪市中央区 ONE'S BAR IRORI
大阪市中央区 おしゃべりブタ野郎 難波2号店
大阪市中央区 アートバーOVER
大阪市中央区 ＷＩＬＬＩＡＭＳ
大阪市中央区 佐芳
大阪市中央区 お好み焼きARAKA淀屋橋別館
大阪市中央区 ベトナムふぉー専門店
大阪市中央区 居酒屋ケンちゃん
大阪市中央区 Ｄｒｅａｍ
大阪市中央区 居酒屋＆カフェ門
大阪市中央区 鑫福火鍋城
大阪市中央区 中国料理華味亭
大阪市中央区 Volver the bar 
大阪市中央区 BAR SPACE
大阪市中央区 若葉
大阪市中央区 居酒屋清水
大阪市中央区 space
大阪市中央区 Bar filial
大阪市中央区 Gostop
大阪市中央区 るびぃ
大阪市中央区 ふらんくす
大阪市中央区 焼肉酒場 ほんで
大阪市中央区 來復
大阪市中央区 孫七
大阪市中央区 古里庵
大阪市中央区 スリーナイン （９９９）
大阪市中央区 西安麺荘
大阪市中央区 自家製韓国家庭料理 スマイル
大阪市中央区 パープルガーデン
大阪市中央区 Rainbow Kitchen
大阪市中央区 しまんちゅ食堂
大阪市中央区 CAPANNA
大阪市中央区 リープ
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大阪市中央区 free bar NBT
大阪市中央区 時代屋
大阪市中央区 BAK BREWERY 北浜
大阪市中央区 フランセ
大阪市中央区 おばんざいときしめん鯱しゃちほこ
大阪市中央区 仙豆
大阪市中央区 レインボー
大阪市中央区 Magic Bar CARD SHARK
大阪市中央区 club vertu
大阪市中央区 炭火鳥焼肉しちりんや堺筋本町店
大阪市中央区 ちゃ味道楽
大阪市中央区 Duex
大阪市中央区 エヌジー
大阪市中央区 ウィスキー＆ミュージック拓郎
大阪市中央区 メンバーズ モンシェリ
大阪市中央区 Amber Rabbit Prince.Bar
大阪市中央区 香炭
大阪市中央区 meng meng da
大阪市中央区 Bar moonwalk 難波千日前店
大阪市中央区 そば処あづま
大阪市中央区 Delicatessen Calm
大阪市中央区 ニュメロドゥ
大阪市中央区 魚市 心斎橋北店
大阪市中央区 SPORTS BAR YES
大阪市中央区 心斎橋東焼とりporc
大阪市中央区 あっとほーむばー ぼくるーむ
大阪市中央区 BAR 2nd
大阪市中央区 居酒屋 弁慶
大阪市中央区 FOREVER
大阪市中央区 セットインセカンド
大阪市中央区 ロックカフェUSAGI
大阪市中央区 アメ村社員食堂
大阪市中央区 Booby's(ブービーズ)
大阪市中央区 フレンチ割烹Maison Kizuku
大阪市中央区 中国料理 一隆
大阪市中央区 DOLLAR
大阪市中央区 餃子冫
大阪市中央区 ふじわら
大阪市中央区 MS
大阪市中央区 Gnarly Days
大阪市中央区 和食旬菜滝
大阪市中央区 とれたて農園Ｐｏｒｃｏ道頓堀店
大阪市中央区 Ｊａｃｋａｌなんば店
大阪市中央区 Macauda
大阪市中央区 盛満園
大阪市中央区 すし一半
大阪市中央区 LaVerite
大阪市中央区 北浜いしころ
大阪市中央区 黒門さかえすし
大阪市中央区 炭火焼き鳥 青山商店
大阪市中央区 Mamma Pa-pa マンマパーパ
大阪市中央区 bees stinger 
大阪市中央区 向津具 がん祐
大阪市中央区 屋台風かすうどんかすまる東心斎橋店
大阪市中央区 bar カリフラワー
大阪市中央区 お多福
大阪市中央区 Bar PON
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大阪市中央区 東横堀呑所 テツトシ
大阪市中央区 Cafe Yu
大阪市中央区 マルシェ
大阪市中央区 どんちゃん
大阪市中央区 なんば 松潮屋
大阪市中央区 天ぷら 大天
大阪市中央区 BAR LAE
大阪市中央区 創作バルアジト365
大阪市中央区 祝
大阪市中央区 Avanti
大阪市中央区 だしが命の塩らーめん ぎょぎょぎょ
大阪市中央区 琴
大阪市中央区 神戸牛 にいたか屋
大阪市中央区 MARS
大阪市中央区 カントリーハウス
大阪市中央区 上海老味道
大阪市中央区 スナックＧＡＮ×２ガンガン
大阪市中央区 菜菜
大阪市中央区 や台や
大阪市中央区 立ち呑み食堂きたよし
大阪市中央区 Libra
大阪市中央区 新浅草
大阪市中央区 ガーメシ・フジワラ
大阪市中央区 新歌丸寿司
大阪市中央区 二刀流武蔵
大阪市中央区 ぎやまん亭
大阪市中央区 かず伸
大阪市中央区 ぐりこ
大阪市中央区 キューピーちゃんの隠れ家
大阪市中央区 韓国家庭料理 オモニ食堂 実華,
大阪市中央区 ｂｕｂｕ
大阪市中央区 Beer Bar YELL
大阪市中央区 ゴチソウMARCHE
大阪市中央区 まかない処 もっちゃん
大阪市中央区 パパラギ
大阪市中央区 海老鶏麺蔵
大阪市中央区 Bar宙
大阪市中央区 ROOTS
大阪市中央区 酔い処ちゃとみん
大阪市中央区 味心その田
大阪市中央区 橋の湯食堂
大阪市中央区 Asian Shot Bar Mar's
大阪市中央区 スナック愛
大阪市中央区 天ぷら 多奈香
大阪市中央区 Souple
大阪市中央区 ハチマル蒲鉾 なんば千日前店
大阪市中央区 肴菜家たわわ
大阪市中央区 三豊麺 南船場店
大阪市中央区 Member's 藤井
大阪市中央区 Hachi Rou
大阪市中央区 Arrow
大阪市中央区 Bar Feliz
大阪市中央区 アルバ
大阪市中央区 古民家Diningからほり製作所。
大阪市中央区 お食事処 桂
大阪市中央区 K.C
大阪市中央区 ＢＡＲＰＬＵＳ
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大阪市中央区 いづも
大阪市中央区 ソーリャー
大阪市中央区 スナックひとみ
大阪市中央区 与太呂 西店
大阪市中央区 さくらSAKE
大阪市中央区 ワイン食堂 テレマカシー
大阪市中央区 Bar Baby
大阪市中央区 Sound Bar Low
大阪市中央区 いちたすいち
大阪市中央区 鉄板焼き・お好み焼き 蓮
大阪市中央区 居酒屋なかやま
大阪市中央区 山よし
大阪市中央区 とり膳
大阪市中央区 岩亭
大阪市中央区 酒場二宮
大阪市中央区 Ｍｅｍｏｒｙ
大阪市中央区 たこ家 道頓堀くくる 大丸心斎橋店
大阪市中央区 Ａｎｇｅ
大阪市中央区 GLUTTONY
大阪市中央区 Mi Vida
大阪市中央区 洋風居酒屋天しんLAN満
大阪市中央区 ル・プルミエ・カフェ
大阪市中央区 Over Seas
大阪市中央区 BISTORO YOSHINO
大阪市中央区 かのや篠原
大阪市中央区 えびすそば酒場
大阪市中央区 tsuide
大阪市中央区 マンティコア
大阪市中央区 韓湯みっちゃん
大阪市中央区 パブリック
大阪市中央区 酒肴哲
大阪市中央区 bar NEUTRAL
大阪市中央区 絵本BARガブ
大阪市中央区 鳥比蕗
大阪市中央区 maruku
大阪市中央区 ベニーオ邸
大阪市中央区 BACK DROP
大阪市中央区 Bar Allie
大阪市中央区 ＢＡＲ ＫＩＪＵＮ
大阪市中央区 BAR STONEHAVEN
大阪市中央区 toyou
大阪市中央区 ヨコボリ
大阪市中央区 Q's COMPANY
大阪市中央区 船越酒店渉
大阪市中央区 創菜いかさまや
大阪市中央区 BeBe
大阪市中央区 お食事処こころ
大阪市中央区 ROOTIE TOOTIE
大阪市中央区 喫茶トルファン
大阪市中央区 Ｓｉｎｇｈ’ｓＫｉｔｃｈｅｎ
大阪市中央区 Ange
大阪市中央区 ROSE BAR 
大阪市中央区 ARBOR'S by ala Lehua
大阪市中央区 令庵
大阪市中央区 うらうら
大阪市中央区 串あげ あんこ
大阪市中央区 立ち呑み処 ヒゲ
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大阪市中央区 淀屋橋ゴルフ倶楽部
大阪市中央区 割烹 新
大阪市中央区 ハリハリ鍋と魚の美味しいお店 冨久
大阪市中央区 ありんこ
大阪市中央区 Bar Alternative+POSH
大阪市中央区 佐之屋
大阪市中央区 ピンクノトビラ
大阪市中央区 Bar moonwalk 心斎橋長堀
大阪市中央区 ＣＯＬＯＮＹ ｂｙ ＥＱＩ
大阪市中央区 時に和食 ゆきや
大阪市中央区 カフェ･ド･クロワッサン
大阪市中央区 食彩酒房きみや
大阪市中央区 鴨ノ炭治郎
大阪市中央区 ふ美芳
大阪市中央区 KONOMI
大阪市中央区 PON×PON
大阪市中央区 いくら
大阪市中央区 ＴＡＳＯＧＡＲＥＣＯＦＦＥＥＳＴＡＮＤ
大阪市中央区 ＴＥＭＡＲＩＹＡ南本町店
大阪市中央区 Bar Arey'z
大阪市中央区 海家食堂
大阪市中央区 フィメール・フィメール・メール
大阪市中央区 Harrowsカフェ
大阪市中央区 キタハーマン
大阪市中央区 Sweety
大阪市中央区 幸平
大阪市中央区 Ｒ
大阪市中央区 Lounge朋
大阪市中央区 祇園京乃や 心斎橋店
大阪市中央区 麺乃庄 つるまる饂飩 備後町店
大阪市中央区 喜楽園
大阪市中央区 あけぼの亭
大阪市中央区 ASOBI-BAR
大阪市中央区 ＲＡＳＡＢＯＪＵＮ
大阪市中央区 日本橋藤久
大阪市中央区 CAMEL DINERアメ村
大阪市中央区 Bar stella
大阪市中央区 味彩しな川
大阪市中央区 Casino Club AMATERAS
大阪市中央区 ぴょん吉
大阪市中央区 旬菜和かつき
大阪市中央区 GOKE3
大阪市中央区 〔Ｓ²ＫＮ〕ｕｎｋｎｏｗｎ
大阪市中央区 酒道楽 雲や
大阪市中央区 ダンケ心斎橋
大阪市中央区 会員制BAR 神
大阪市中央区 といろ
大阪市中央区 スタンディングバー我歩
大阪市中央区 Bar Rm.
大阪市中央区 中華料理ひろや
大阪市中央区 旬夏秋冬
大阪市中央区 Bar Four Leaf Clover
大阪市中央区 まるさや本店
大阪市中央区 バー ナンバーワン
大阪市中央区 夢見鳥 淡路町店
大阪市中央区 壱歩
大阪市中央区 Thai Kithen 天満橋
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大阪市中央区 BAR MARANELLO
大阪市中央区 まるさやイースト
大阪市中央区 タイキッチン空堀
大阪市中央区 北新地鳥屋 天満橋店
大阪市中央区 yacipoci
大阪市中央区 なんち
大阪市中央区 Lea ful
大阪市中央区 アバッキオ
大阪市中央区 CAFE COLOMBIA
大阪市中央区 炭火ホルモン貴之助
大阪市中央区 snack咲
大阪市中央区 酒肴嘉六
大阪市中央区 小紫
大阪市中央区 ラグビー部マーラー
大阪市中央区 #harumaru
大阪市中央区 Mill Wood Plate Lunch
大阪市中央区 mr.kanso hommachi446 店
大阪市中央区 BEATE
大阪市中央区 東心斎橋やつづか
大阪市中央区 鉄板焼 もんじゃ焼 ひいろ 堺筋本町店
大阪市中央区 メインバー川面
大阪市中央区 PIC※NIKA
大阪市中央区 ALUHARA
大阪市中央区 cafe 202
大阪市中央区 蓮の華
大阪市中央区 ごはんや長助
大阪市中央区 美健香味 味処 藤原
大阪市中央区 居酒屋RAN
大阪市中央区 月
大阪市中央区 小鉢酒場たんと
大阪市中央区 じゃむ男
大阪市中央区 tamutamucafe
大阪市中央区 Mole
大阪市中央区 PURPLE
大阪市中央区 MrHONDA
大阪市中央区 MEMBER＇SKarin
大阪市中央区 Thai Bar 555
大阪市中央区 いい加減処流々
大阪市中央区 スナック清水
大阪市中央区 心志
大阪市中央区 ほんがれや千日前店
大阪市中央区 手作り割烹憩や
大阪市中央区 街路樹
大阪市中央区 ISABELA
大阪市中央区 極味
大阪市中央区 れだん本店
大阪市中央区 ＭａｒｉＭａｒｉ
大阪市中央区 GODS
大阪市中央区 ease bar
大阪市中央区 ターリー屋谷町２丁目店
大阪市中央区 韓菜キッチン 燦々亭 北浜店
大阪市中央区 Ash
大阪市中央区 かくれんぼ
大阪市中央区 ニュー上海
大阪市中央区 Orcan club
大阪市中央区 BAR LADYバッカス
大阪市中央区 しんの助
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大阪市中央区 Ｎuts Bar
大阪市中央区 BARGLAMISS
大阪市中央区 UK
大阪市中央区 山海 あみ
大阪市中央区 WHISKEY
大阪市中央区 居酒屋 まんまん
大阪市中央区 CIMA
大阪市中央区 大衆馬肉酒場 馬王
大阪市中央区 肉食饗竜ミナミ心斎橋店
大阪市中央区 酒肴BAR厳樫
大阪市中央区 Ｗｉｎ’Ⅱ
大阪市中央区 HIGH LAND'S
大阪市中央区 道頓堀 奴茶屋
大阪市中央区 BEER  BAR  HAJIMARU
大阪市中央区 il sospiro del Mare
大阪市中央区 沖縄居酒屋がちまやー
大阪市中央区 カレー屋本舗カサ・デューク
大阪市中央区 和demekin
大阪市中央区 陽向
大阪市中央区 スナック MY. 舞
大阪市中央区 珈琲専科城戸
大阪市中央区 第六感
大阪市中央区 坂町鳥光
大阪市中央区 立ち呑み毘
大阪市中央区 BAR LOOP
大阪市中央区 セイロンカリー
大阪市中央区 寿々
大阪市中央区 kitchen bar Clutch  鴨とお野菜のお店 clutch
大阪市中央区 大祥庵
大阪市中央区 kitchenTera
大阪市中央区 しゃらのき
大阪市中央区 ワイン居酒屋 BOUCHON
大阪市中央区 ぢどり家堺筋本町店
大阪市中央区 豊後屋
大阪市中央区 IZUTANI
大阪市中央区 ＳＥＶＥＮ
大阪市中央区 ７e
大阪市中央区 Bar Peace
大阪市中央区 Casual Bar0996
大阪市中央区 BullPuluもりのみやキューズモール店
大阪市中央区 BAR.manyo manyo
大阪市中央区 チルドレン
大阪市中央区 島谷
大阪市中央区 炭焼すみれ
大阪市中央区 花みょうが
大阪市中央区 懐屋
大阪市中央区 MALATE
大阪市中央区 MusicLineBingo
大阪市中央区 ボンベイキッチン
大阪市中央区 新窯ピッツァ×ワインのお店 キタバル
大阪市中央区 仲右衛門
大阪市中央区 hoffma
大阪市中央区 ジャズＢａｒ茶店
大阪市中央区 夜一 難波法善寺店
大阪市中央区 バーカサブランカ
大阪市中央区 梁家
大阪市中央区 粉味屋
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大阪市中央区 リストランテ．マルカッサン
大阪市中央区 得正 農人橋店
大阪市中央区 ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ ＆ ＢＡＲ ＶＡＬＵＬＵ北浜店
大阪市中央区 ダイニング砦
大阪市中央区 SHOTBAR PAN
大阪市中央区 Ｎｕｔｓ
大阪市中央区 やきうし はんじゅく
大阪市中央区 U2 unusual underground
大阪市中央区 Mellow down ville
大阪市中央区 地獄
大阪市中央区 煙 燻製バル トリベーネ 日本橋店
大阪市中央区 SteakHouseよし田
大阪市中央区 大阪 もつ鍋 PLay
大阪市中央区 らーめんやまふじ堺筋本町店
大阪市中央区 BHATTI
大阪市中央区 KOKOCHI
大阪市中央区 Bar Lowse
大阪市中央区 末廣鮨
大阪市中央区 道しるべ
大阪市中央区 とりの極
大阪市中央区 まほろば
大阪市中央区 お食事処エキチカ
大阪市中央区 mix bar wantぁ
大阪市中央区 西乃龍
大阪市中央区 麗 GOLD BAR
大阪市中央区 BEAT CAFE MIXX
大阪市中央区 虎ノ王 つけ麺・ラーメン 内本町店
大阪市中央区 TWOSAMSUP
大阪市中央区 春夏冬
大阪市中央区 大富久
大阪市中央区 #ゲームバーCUBE
大阪市中央区 船場亭
大阪市中央区 韓国すきやきレインボー
大阪市中央区 インドネパールレストラン ママ
大阪市中央区 Ｂａｒ Ｒｅｆｉｌｌ
大阪市中央区 若狭家 難波店
大阪市中央区 若狭家 南海なんば店
大阪市中央区 嗜酒
大阪市中央区 禅
大阪市中央区 coffee bar チューリップ
大阪市中央区 焼肉どうらく宗右衛門店
大阪市中央区 PIZZA STAND NY
大阪市中央区 笑日志
大阪市中央区 お食事処今ちゃん
大阪市中央区 道頓堀麦酒スタンド
大阪市中央区 洋酒舗 勘十里
大阪市中央区 フルーツキッチン歩乃果
大阪市中央区 CHEF'S LIBRARY
大阪市中央区 オン・マ・ソン
大阪市中央区 笑と婆deminee
大阪市中央区 5penny 
大阪市中央区 招福庵
大阪市中央区 鮮魚と郷土料理の店たつと
大阪市中央区 ゴールデン ニャン バー
大阪市中央区 尾道文化ラーメン十八番
大阪市中央区 鮮魚・米粉天ぷら あ乃ね
大阪市中央区 AGIT
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大阪市中央区 itis(イッツ）
大阪市中央区 PreClo
大阪市中央区 Side Way
大阪市中央区 オールドコース
大阪市中央区 酒楽 漁ゃ。
大阪市中央区 上江
大阪市中央区 伽羅
大阪市中央区 FIFTIES BAR JOHNNY'S
大阪市中央区 焼肉ヒロミヤ
大阪市中央区 どらや
大阪市中央区 Talisman  No.1
大阪市中央区 ｂａｒＰｅａｃｅ
大阪市中央区 大人酒場松本家Ⅱ
大阪市中央区 TRIANGLE COFFEE
大阪市中央区 ばんざい亭
大阪市中央区 旬鮮居酒屋 異彩」
大阪市中央区 極楽辣膳
大阪市中央区 じゃじー
大阪市中央区 味彩
大阪市中央区 BAR MaMU
大阪市中央区 hapo
大阪市中央区 GammedCafe
大阪市中央区 BAR SIVA
大阪市中央区 siegel
大阪市中央区 スマイル キッチン
大阪市中央区 ＢＡＳＥ
大阪市中央区 あえたん
大阪市中央区 スナック桃太朗
大阪市中央区 ルナ・リンド
大阪市中央区 ＡＳＯＢＩＢＡＲ SecretGarden
大阪市中央区 菩南座
大阪市中央区 DELI
大阪市中央区 まつりや
大阪市中央区 Ritorno
大阪市中央区 スナック山本
大阪市中央区 魚感うえさき
大阪市中央区 なみ
大阪市中央区 一角久屋
大阪市中央区 Seven...f
大阪市中央区 サカナスタンド ＵＥＳＡＫＩ
大阪市中央区 Private garden bar Green Spot
大阪市中央区 カフェコック
大阪市中央区 餃子BAR心
大阪市中央区 BAR CODE
大阪市中央区 High Jinks
大阪市中央区 ラスモア
大阪市中央区 かきつばた
大阪市中央区 手打ちそば星
大阪市中央区 キーマカレー専門店keyman
大阪市中央区 本町イタリアン倶楽部
大阪市中央区 MoeJoe モージョー
大阪市中央区 モーベギャルソン堺筋本町
大阪市中央区 High Jinks 2
大阪市中央区 Suica
大阪市中央区 肉炭火酒場 力虎
大阪市中央区 Ｄｒｅａｍ＆Ｄｒｅａｍ
大阪市中央区 天ぷら天寅
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大阪市中央区 炭火やきとり森田
大阪市中央区 ふく流ラパス 分家WADACHI
大阪市中央区 神戸牛焼肉大長今 東心斎橋店
大阪市中央区 BallparkBar
大阪市中央区 つけ鴨そば専門店 しめそば屋本店
大阪市中央区 奈美
大阪市中央区 居酒屋みみずく２５
大阪市中央区 mammys kitchen FULL
大阪市中央区 Bar真昼の月
大阪市中央区 炭焼き・幸
大阪市中央区 串ん子
大阪市中央区 BOMBAR
大阪市中央区 Lady  Bird
大阪市中央区 en counter
大阪市中央区 barHighBridge
大阪市中央区 ＴＲＥＳＯＲ
大阪市中央区 Basketball Bar Penetrate
大阪市中央区 けんちゃん
大阪市中央区 いこい
大阪市中央区 黄燜鶏米飯
大阪市中央区 縁や
大阪市中央区 鉄板焼きとおばんざいの店朱酒
大阪市中央区 森田養生麻辣香鍋専門店
大阪市中央区 Bazooka Channel
大阪市中央区 鳥欽
大阪市中央区 BARうえし
大阪市中央区 谷町 肉八
大阪市中央区 浅野焼鳥日本酒店
大阪市中央区 浅野サカナ日本酒店
大阪市中央区 楓
大阪市中央区 ミュージックスポット SATONE 聰音
大阪市中央区 ビストロキャトル本町
大阪市中央区 松光庵
大阪市中央区 suisostation LA MAHINA 水素ステーション ラ・マヒナ
大阪市中央区 済州
大阪市中央区 ボンバーガールズ
大阪市中央区 Arde Un
大阪市中央区 ブートレッグ タバーン
大阪市中央区 BLOODYROUGE OSAKA
大阪市中央区 麻辣江湖
大阪市中央区 きたやま
大阪市中央区 BAR DEAL
大阪市中央区 宮崎地鶏 とりと
大阪市中央区 cafe miel
大阪市中央区 ぶりあん
大阪市中央区 Bar PLANT
大阪市中央区 ふくろう
大阪市中央区 らんらんルー
大阪市中央区 魚先
大阪市中央区 糸
大阪市中央区 リノアンドアイアコーヒー
大阪市中央区 JELLYJELLYCAFE大阪心斎橋店
大阪市中央区 麺屋きょうすけ
大阪市中央区 ラウンジ ジェントル
大阪市中央区 銀彩
大阪市中央区 韓国料理チデロ
大阪市中央区 鶏焼肉Pele
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大阪市中央区 ホールイン
大阪市中央区 こころ
大阪市中央区 季節料理 田川
大阪市中央区 NaNaやまなか
大阪市中央区 海鮮居酒屋いっぷく
大阪市中央区 たこ将軍畳屋町店
大阪市中央区 カンティーナ
大阪市中央区 たこ将軍千年町
大阪市中央区 海鮮酒場喰海
大阪市中央区 ちりとりダイニング宝輝
大阪市中央区 しじみラーメンShi43屋
大阪市中央区 ダックス
大阪市中央区 バッフィ・バルバ ウラ難波店
大阪市中央区 Daisy
大阪市中央区 花水木
大阪市中央区 ゴールドチキンポチャ
大阪市中央区 スナックひまつぶし
大阪市中央区 焼酎酒屋たけ
大阪市中央区 小皿鉄板酒場 グリル千本
大阪市中央区 cafe&bar CURE
大阪市中央区 一心
大阪市中央区 LoungeLian
大阪市中央区 Shot bar CURE
大阪市中央区 MADHU MAHAL
大阪市中央区 Dublin Garden
大阪市中央区 メンバーズPure
大阪市中央区 まほろば いろり
大阪市中央区 バー＆ダイニング コトラ
大阪市中央区 Bar FRIENDS
大阪市中央区 小料理 ガスビルマエ
大阪市中央区 みつる食堂
大阪市中央区 トレ・ビアンド空堀
大阪市中央区 OTIS
大阪市中央区 すなっく すず
大阪市中央区 ＷｉｎｅＢａｒカルコス
大阪市中央区 互生
大阪市中央区 members誠
大阪市中央区 酒楽屋おがわ
大阪市中央区 中華バル櫻井
大阪市中央区 Bar Crowd
大阪市中央区 スタンド ソバ サンカク
大阪市中央区 BARAYA
大阪市中央区 柔ちゃん
大阪市中央区 COVOイタリアンと日本酒のお店
大阪市中央区 半平寿司
大阪市中央区 diningbar RIANA
大阪市中央区 メンバーズまり
大阪市中央区 HIDEAWAY
大阪市中央区 Cafe Re:set
大阪市中央区 三ちゃん
大阪市中央区 PARADISE KOREAN BAR
大阪市中央区 blanche
大阪市中央区 万穂屋 北京鍋
大阪市中央区 SWAMP501
大阪市中央区 YARIYA
大阪市中央区 sakuma
大阪市中央区 ミナミ二番
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大阪市中央区 MUSIC BAR DJ SAVE MY LIFE
大阪市中央区 羅漢本店
大阪市中央区 moitie
大阪市中央区 Grazie
大阪市中央区 小沢Bar
大阪市中央区 anショップ
大阪市中央区 こぶたのはな
大阪市中央区 口福彩菜ひなた
大阪市中央区 SKIPPY
大阪市中央区 treeBAR
大阪市中央区 よってこ立ち呑みてくてく
大阪市中央区 宗右衛門町ゴルフ倶楽部
大阪市中央区 Under.
大阪市中央区 Cocode
大阪市中央区 江戸幸
大阪市中央区 BarかSnack
大阪市中央区 ルイーズcafe
大阪市中央区 ルーナ
大阪市中央区 Knopp
大阪市中央区 スーパースター
大阪市中央区 MEMBER'S T&H
大阪市中央区 鶏と牛のお店 火澄屋
大阪市中央区 酒shu
大阪市中央区 立ち飲み処 こっちこいよ
大阪市中央区 パスタフルカフェ マリアン
大阪市中央区 ヨウコの上海ワンタンとカラオケ
大阪市中央区 縁
大阪市中央区 ダイニング膳
大阪市中央区 くいもんや つた家
大阪市中央区 ブルアーマーリングサービス
大阪市中央区 ワイン食堂 重太家
大阪市中央区 LOA-M
大阪市中央区 きり家
大阪市中央区 味菜
大阪市中央区 BAR SERENITY
大阪市中央区 東江
大阪市中央区 喫茶カレン
大阪市中央区 Cues  Bar
大阪市中央区 めぞん水吟姚
大阪市中央区 オーマイチキン
大阪市中央区 中華ダイニング玉華園
大阪市中央区 山中製麺所
大阪市中央区 居酒屋松永
大阪市中央区 食彩あん
大阪市中央区 しゃぶしゃぶ藤
大阪市中央区 アウトロー
大阪市中央区 ショットバーチャチャレイン
大阪市中央区 アミチェ
大阪市中央区 Yokosoかあさんのみせ
大阪市中央区 ＫＩＮＧ’ＳＴＯＮＥＬＯＵＮＧＥ
大阪市中央区 ＹＡＰＯＮ
大阪市中央区 焼肉牛魔 谷町四丁目店
大阪市中央区 バー黒船屋
大阪市中央区 天舞
大阪市中央区 居酒屋ちょこちょこ
堺市堺区 天神 玉鮨
堺市堺区 京遊膳 野の花
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堺市堺区 でん助
堺市堺区 居酒屋 むらやま
堺市堺区 wine bar La Mer
堺市堺区 丸三
堺市堺区 中華料理 三好
堺市堺区 カラオケ 園
堺市堺区 Belle
堺市堺区 ギャラリー＆ダイニング バンブー
堺市堺区 福龍
堺市堺区 割烹 一休庵
堺市堺区 カラオケスナック 奈美恵
堺市堺区 お好み焼 いろは
堺市堺区 M.K
堺市堺区 スナック・オンニ
堺市堺区 ニュー薔薇
堺市堺区 炉端焼き天凛
堺市堺区 カラオケステージ ゆず
堺市堺区 カラオケスタジオ たくみ
堺市堺区 ひまわり
堺市堺区 カラオケ３０４堺東店
堺市堺区 クリーム本舗
堺市堺区 カラオケ喫茶 一条
堺市堺区 春夏秋冬力のかぎり 京
堺市堺区 居酒屋 美保
堺市堺区 三丁カフェ
堺市堺区 焼肉屋つねちゃん
堺市堺区 羊の家 Jr.店
堺市堺区 ちゃんこ鍋天洋
堺市堺区 ホルモンカモメ
堺市堺区 ラウンジルリアン
堺市堺区 sakainoma cafe and residence
堺市堺区 アコースティックバー弦
堺市堺区 ほうせん
堺市堺区 呑み処みゆき
堺市堺区 Dort
堺市堺区 フォルテ倶楽部珈琲
堺市堺区 スナック恵子
堺市堺区 CRYSTAL SCENE
堺市堺区 鉄板居酒屋高見
堺市堺区 すし富
堺市堺区 moon stone
堺市堺区 遊食旬菜 きのした
堺市堺区 菊
堺市堺区 クチーナＰＥＰＥ
堺市堺区 祭
堺市堺区 喫茶キャベツ畑
堺市堺区 59(悟空)
堺市堺区 とり秀
堺市堺区 だし庵悠遊
堺市堺区 勝太呂
堺市堺区 鷄信玄
堺市堺区 らーめん心志道
堺市堺区 スナック 愛
堺市堺区 ビストロ ブランベック
堺市堺区 味鳥
堺市堺区 Butterflyチョウチョウ
堺市堺区 エルモーザカラオケ
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堺市堺区 カラオケ居酒屋 和笑囲
堺市堺区 The OLD TOM
堺市堺区 千
堺市堺区 じゅりあ～の
堺市堺区 中国料理丹甫
堺市堺区 炉端焼き おふくろ
堺市堺区 trattriaRanaLuna
堺市堺区 鉄板居酒屋３９
堺市堺区 しおじん堺東店
堺市堺区 らーめん砦三国ケ丘店
堺市堺区 HAM
堺市堺区 Blue Scene
堺市堺区 菜々味
堺市堺区 LABALABAR
堺市堺区 ヤキニクホルモンタヨシ
堺市堺区 お好み焼き鉄板焼き 鈴
堺市堺区 もだん亭
堺市堺区 酒場川内
堺市堺区 とりや笑平
堺市堺区 BAR ぐぴこ
堺市堺区 やきとりの秋吉 堺東店
堺市堺区 B-clan
堺市堺区 ワンエル
堺市堺区 すし福
堺市堺区 洋食の店とん助
堺市堺区 ANTAEUS
堺市堺区 GiriniRisaia
堺市堺区 鮨座 醤の
堺市堺区 R2
堺市堺区 Ｍａｙ
堺市堺区 牛角堺東店
堺市堺区 居酒屋山棒
堺市堺区 堺塩元帥
堺市堺区 橙の鬼灯亭
堺市堺区 SAMASAMA7
堺市堺区 スナック京香
堺市堺区 炭火焼鳥たちばな 堺市駅前本店
堺市堺区 日本料理 もち月一味庵
堺市堺区 千ベロ家ザビエル
堺市堺区 大黒庵
堺市堺区 居酒屋SAKURA
堺市堺区 HLT SHOP
堺市堺区 ＢａｒＨｗａｊａ
堺市堺区 ＪＡＰＩＮＡ
堺市堺区 Re:non
堺市堺区 スナックミユ
堺市堺区 ダイニングＹ＆Ｍ
堺市堺区 和暖
堺市堺区 御食事処 千里鳥
堺市堺区 八剣伝三宝町店
堺市堺区 ギリーズバー
堺市堺区 焼鳥 六五五六
堺市堺区 韓国屋台料理とらじ南海堺駅前店
堺市堺区 ふくふく家
堺市堺区 自鶏焼とりきち
堺市堺区 焼きとん屋くうとん堺店
堺市堺区 アニメバーたまりば

67 / 106 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4年2月7日公表分）

堺市堺区 かどや
堺市堺区 ダイニングバーランピ
堺市堺区 旬彩心陣
堺市堺区 居酒屋無花果
堺市堺区 串花
堺市堺区 ＮｉｇｈｔｉｎＢａｒシャトラン
堺市堺区 堺魚市場寿司
堺市堺区 ごっちゃん
堺市堺区 スナックひまわり
堺市堺区 JARDIN
堺市堺区 すし富平
堺市堺区 有限会社 魚忠
堺市堺区 MUGEN-01
堺市堺区 NoReturn
堺市堺区 ひだまり庵
堺市堺区 あくえりあす
堺市中区 カラオケきっさマスカレード
堺市中区 居酒屋 じなんぼう
堺市中区 ラウンジ フォーラム
堺市中区 カラオケスタジオ チャップリン
堺市中区 すなっくけい
堺市中区 焼肉 タンク
堺市中区 若浪
堺市中区 ヤキトリ大吉
堺市中区 スナック愛
堺市中区 喫茶おかん
堺市中区 えん楽
堺市中区 たこ焼お好み焼鉄板焼なぎの木
堺市中区 カラオケスナック ラーク
堺市中区 焼肉 味さい
堺市中区 たこ焼鉄板いろは
堺市中区 旬豊作 米家 kome-ya
堺市中区 焼肉仁炰 
堺市中区 G-jya
堺市中区 昭和トリヤキ酒場トリコ
堺市中区 Darts BAR Ayers Rock
堺市中区 カラオケ工房ロジエ
堺市中区 焼肉 由兵衛
堺市中区 貸切専門ラウンジルーム ひまわり
堺市中区 立ち呑みいちごう
堺市中区 やきとり大ちゃん
堺市中区 美食酒屋 今摩志ん
堺市中区 粉家
堺市中区 亀たこ
堺市中区 この町の専門店 とんかつ・カツ丼 深井店
堺市中区 ちむどんどん
堺市中区 カラオケ喫茶M.M.
堺市中区 炭焼Dining nen
堺市中区 GREEN KETTLE
堺市中区 氷ing
堺市中区 おさかな居酒屋 なか
堺市中区 酒菜 思案橋
堺市中区 SHO
堺市中区 喫茶 ルナ
堺市中区 つけ麺ラーメン純情屋
堺市中区 スタンディングバーツグミ
堺市中区 おるおるcompany
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堺市中区 cafe&lunch with
堺市中区 カラオケスナックちばちゃん
堺市中区 ニューロン
堺市中区 カラオケ・軽食ゆき
堺市中区 焼鶏とお万菜 いろどり
堺市中区 すなっく シェル
堺市中区 ラウンジジュエリー
堺市中区 うどん土佐屋深井店
堺市中区 家族空間太鼓
堺市中区 ラーメン居酒屋 ばかまじめ
堺市中区 炭火焼鳥あーちゃん
堺市中区 のだ屋
堺市中区 お好み焼き とおき屋
堺市東区 カラオケハウス 花うた
堺市東区 CAFE BAR RYO
堺市東区 さくらんぼ
堺市東区 カラオケモモ
堺市東区 居酒屋 酒菜 百
堺市東区 中華料理 龍楽
堺市東区 食事処 新居
堺市東区 立ち呑み八 はっち
堺市東区 カラオケBARファミリー
堺市東区 和とイタリアンの店 ＹＯＳＨＩＮＯ
堺市東区 カラオケスナック ラ・ラ・ラ
堺市東区 パーラーマズルカ
堺市東区 中華居酒家 あんず
堺市東区 創作焼そうるめいと堺店
堺市東区 お弁当 ぐーす
堺市東区 立ち飲み黒家 968
堺市東区 居酒家BARわいわい
堺市東区 末廣寿司
堺市東区 串こまち白鷺店
堺市東区 グリル家kutta
堺市東区 居酒屋らんぷ
堺市東区 肉バル オレンジ
堺市東区 春夏秋冬 白鷺店
堺市東区 ニュータージマハルエベレスト
堺市東区 STAR Curry House
堺市東区 E-SHANTEN
堺市東区 ちょこっと
堺市東区 かいゆう亭
堺市東区 白鷺飯店
堺市東区 スナック多喜
堺市東区 萬屋
堺市東区 居酒屋歩
堺市東区 クレープ chouchou
堺市東区 一品料理 優
堺市東区 LocoMotion
堺市東区 フィオーレ
堺市西区 おつかれさん
堺市西区 焼肉 与太郎
堺市西区 赤ちょうちん一番
堺市西区 カラオケ喫茶 ひろ
堺市西区 カラオケ喫茶たんぽぽ
堺市西区 カラオケ喫茶つなぎ
堺市西区 祢ぼけ
堺市西区 居酒屋 酒彩 波の花

69 / 106 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4年2月7日公表分）

堺市西区 居酒屋「いたさん」
堺市西区 スナック雅
堺市西区 きゃべつ亭
堺市西区 旬菜あずき
堺市西区 肉料理玉屋本店
堺市西区 美食酒場はな田
堺市西区 スナック雅
堺市西区 お食事&お酒(カラオケ)ユウ
堺市西区 いごっそう
堺市西区 居酒屋合歓
堺市西区 たこ焼 一番星
堺市西区 猫
堺市西区 和風すなっくやわらぎ
堺市西区 中華酒家 宝来
堺市西区 中華料理 宝来
堺市西区 Bar ice
堺市西区 和
堺市西区 カフェダイニングクオンNoah
堺市西区 カラオケ美優
堺市西区 居酒屋みかわ
堺市西区 ちこ
堺市西区 龍旗信
堺市西区 たこ焼きHANA
堺市西区 cafe YumeNami -ユメナミ-
堺市西区 鉄板焼じぱんぐ
堺市西区 布袋
堺市西区 創作居酒屋BORN
堺市西区 お肉屋さんのランチmogmog
堺市西区 炭火焼鳥瑞
堺市西区 ベルハウス
堺市西区 紺野酒店
堺市西区 北田商店
堺市西区 惣菜バルyou
堺市西区 食楽鳳
堺市西区 恵夢
堺市西区 おかんの店 かわせみ
堺市南区 カラオケ友
堺市南区 一品料理 そぶら
堺市南区 鶴橋風月アクロスモール店
堺市南区 沖縄料理 はは
堺市南区 酒楽処 くるみ
堺市南区 居酒屋kitaro
堺市南区 Bacchus
堺市南区 純手造り うどんそばの店 土佐
堺市南区 フルベジカフェ バルーン
堺市南区 カラオケライブ 堺岩室店
堺市南区 うどん土佐屋深阪本店
堺市南区 日本料理 手と錫
堺市南区 喫茶いちごみるく
堺市南区 さんぽ
堺市北区 カラオケ奈奈
堺市北区 洋食キッチン ｃｏｃｏｒｏ
堺市北区 カラオケ喫茶小麦
堺市北区 智
堺市北区 ナヌム
堺市北区 さかい大谷漁港
堺市北区 島家酒店
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堺市北区 深夜プラス1
堺市北区 おばんざい
堺市北区 花梨麻婆飯店
堺市北区 居酒屋ちえ
堺市北区 ともや食堂
堺市北区 隠れ家
堺市北区 魚真
堺市北区 福むすび
堺市北区 杜家あんちゃん
堺市北区 竹中亭
堺市北区 串かつ太助
堺市北区 マドモアゼル
堺市北区 サロンデイオ
堺市北区 まさ家
堺市北区 豆貍
堺市北区 食堂 一力
堺市北区 いちらく
堺市北区 セブン
堺市北区 Bar Joint 北花田店
堺市北区 のぼる
堺市北区 立ち呑み 心
堺市北区 居酒屋今夜は飲んじゃえ
堺市北区 手打ちそば 唐変木
堺市北区 ラウンジフェアリー
堺市北区 カラオケスナック まーみっ
堺市北区 カフェ&BAR 生バンドおんまつり
堺市北区 お好み焼き なかよし
堺市北区 居酒屋彦一
堺市北区 お好み焼き 静
堺市北区 カラオケライブ JR 堺市駅前店
堺市北区 鳥英
堺市北区 波ーruALOHA
堺市北区 カフェ&ビストロ Ｖｏｕｓーぶぅー
堺市北区 Snack Wisteria
堺市北区 山彩海鮮酒場 心和童
堺市北区 海鮮炭焼道場
堺市北区 からおけ喫茶 童夢
堺市北区 マッチの店
堺市北区 村一番
堺市北区 あつこの部屋
堺市北区 麺家八兵衛
堺市北区 酒楽 海人
堺市北区 ヴィディヤカフェ堺市駅前店
堺市北区 パブラウンジ川
堺市美原区 ごはんやさん 家庭料理 ういづ
堺市美原区 カラオケ プリティーウーマン
堺市美原区 喫茶早苗
堺市美原区 ラーメン魁力屋美原店
堺市美原区 焼肉銀ちゃん
堺市美原区 セーヌ
堺市美原区 南海飯店
堺市美原区 縁家
岸和田市 居酒屋 てんじん
岸和田市 Viange
岸和田市 隼人
岸和田市 カラオケ バンビー
岸和田市 半徳
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岸和田市 味吉
岸和田市 家庭料理の店 竹むら
岸和田市 南州軒 土生店
岸和田市 鎧寿司
岸和田市 楽食ダイニングJun屋 岸和田店
岸和田市 八重子
岸和田市 フライの店こんちゃん
岸和田市 さつま
岸和田市 居酒屋 博ちゃん
岸和田市 笠久食堂
岸和田市 八十八
岸和田市 らぁ麺虎丸
岸和田市 金縄
岸和田市 炭火もも焼きとり彦
岸和田市 鳥魚彩菜みのや
岸和田市 味楽 岸和田店
岸和田市 居酒屋三徳
岸和田市 カラオケ フレンド
岸和田市 和み
岸和田市 楽酒家
岸和田市 一番小松里店
岸和田市 カラオケスナック 笑のわ
岸和田市 博多もつ鍋楽 岸和田店
岸和田市 龍華山春木店
岸和田市 居酒屋みちのこ
岸和田市 天ぷらいなほ
岸和田市 魚菜肉料理 火男
岸和田市 居酒屋とみや
岸和田市 LocaBran～ロカブラン～
岸和田市 Jewel
岸和田市 ステーキハウス ボンヌール
岸和田市 WING TIP
岸和田市 炭火焼肉 祭ばやし
岸和田市 そこれこれ豚肉屋
岸和田市 まん作
岸和田市 韓国diningハルモニのパンチャン
岸和田市 お母ちゃんのあじ 彩
岸和田市 Tapi de CoCo K
岸和田市 chihana
岸和田市 焼肉 食道園
岸和田市 donkey
岸和田市 AQUA
岸和田市 Bar Kenbow
岸和田市 呑み処おまつ
岸和田市 Liko Lino51
岸和田市 Gee
岸和田市 てっぱんSesame  
岸和田市 居酒屋くしま
岸和田市 酒肆dining鞍馬
岸和田市 朋友倶楽部
岸和田市 やまよし
岸和田市 たこ焼きBAR karakara
岸和田市 M,amour
岸和田市 スナック茜
岸和田市 七輪焼鳥やどりぎ
岸和田市 炭炙屋どいちゃん
岸和田市 得正/福島上等カレー 岸和田店
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岸和田市 薩摩地鶏炭火焼あすか
岸和田市 ひろべえ
岸和田市 CHUN `S39
岸和田市 和酌和酌ひのきや
岸和田市 coahu
岸和田市 のぶ寿司
岸和田市 Oasis Studio Bar
岸和田市 萬三酒場
岸和田市 粉もん屋BIGMAMA
岸和田市 寿し和
岸和田市 DON
岸和田市 お好み焼・鉄板焼泰ちゃん
岸和田市 まる
岸和田市 GALETTE CAFE ONO-RE
岸和田市 ラーメンやまや
岸和田市 ピエロ
岸和田市 スナックぱぷりか
岸和田市 日本料理うおり
岸和田市 たんぽぽ
岸和田市 心鮮
岸和田市 お好み焼き一休
岸和田市 アリラン亭
岸和田市 kishiwada bar youimarl
岸和田市 BAR IRIE
岸和田市 Dining BAR 35 sango
岸和田市 スナック佳余
岸和田市 Ｂａｒｋｓ
岸和田市 おきな
岸和田市 気心
岸和田市 焼肉てんぐ
岸和田市 カラオケ かおる
岸和田市 居酒屋だんない亭
岸和田市 カラオケスタジオ歌集
岸和田市 ダイニングキッチンMASA
岸和田市 スターキッス
岸和田市 おたまじゃくし
岸和田市 おと
岸和田市 FRYDAY
岸和田市 カラオケバーMimoza
岸和田市 米粉パン＆創作ダイニング ＫＡＮ
岸和田市 メンバーズラコンテ
岸和田市 一力寿司
岸和田市 大正
岸和田市 鮨処にしの
岸和田市 酒寮 彩雅
岸和田市 お好み焼き とも
豊中市 トラットリア オロ ブリランテ
豊中市 ノースランド
豊中市 喫茶・食事処 味華
豊中市 テレーズキッチン
豊中市 Kitchen 篁月（KOH-GETSU）
豊中市 ひでみ 居酒屋
豊中市 味覚
豊中市 たこ焼き 千両
豊中市 なかむら
豊中市 スナック ロマン
豊中市 ラーメンせき家
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豊中市 たこぼん
豊中市 スナック すもと
豊中市 八剣伝東豊中店
豊中市 喫茶サマンサ
豊中市 すし天草
豊中市 たつのや
豊中市 ひまわり
豊中市 サンドリーム
豊中市 南国
豊中市 ありんこ
豊中市 ロッキンチェアー
豊中市 家庭の味 砥用
豊中市 ＳｏｕｎｄＳｐａｃｅＪＥＤＩ
豊中市 おいでやす
豊中市 居酒屋 つばめ
豊中市 日本料理 とみなが
豊中市 立ち呑み食堂むしかり
豊中市 カラオケシルバー
豊中市 居酒屋 上野坂
豊中市 スナック 桂子
豊中市 喫茶アンドカラオケ シルク
豊中市 どっとこい
豊中市 焼き鳥 鳥栄
豊中市 清風倶楽部
豊中市 waraい
豊中市 家庭料理 いろは
豊中市 カラオケスナック れいんぼ
豊中市 香樹
豊中市 ビストロ アンフィニ
豊中市 中国華膳 彩菜
豊中市 キテヤ 庄内駅前店
豊中市 南蛮食堂 服部天神駅前店
豊中市 イタンクリップ
豊中市 小料理 吟
豊中市 焼き鳥 小鳥遊
豊中市 炭火焼肉 慶州館
豊中市 Bar Lian
豊中市 まほろばてい
豊中市 ＤＩＮＩＮＧふぁむ
豊中市 居酒屋風スナック絆
豊中市 美味旬菜 釋
豊中市 まる
豊中市 串かつ専門店    藍花
豊中市 ヒロチャン
豊中市 階（きざはし）
豊中市 味福
豊中市 居酒屋どんぐり
豊中市 BAROFF
豊中市 焼肉ほたる翔
豊中市 スナックコタン
豊中市 クイーン
豊中市 お好み焼 ju ju
豊中市 こいびと
豊中市 すし誠
豊中市 Bar Two-ton
豊中市 ホームバーハーツ
豊中市 木馬
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豊中市 こだわり料理なおちゃん
豊中市 cafePRIMOPASSO 
豊中市 お好み焼き鉄板焼き さとちゃん
豊中市 てっぱん屋なかい
豊中市 呑み処 たかちゃん
豊中市 中華そば しゅんのすけ
豊中市 スナック 未来樹
豊中市 へべれけ
豊中市 Ｃ’ｓｔｅｒｒａｃｅ
豊中市 ｌｏｔｕｓｆｏｏｄｓ（蓮）
豊中市 立ち喰い ホルちゃん
豊中市 とりまる
豊中市 ラターブルドクラージュ
豊中市 くしかつ専門店オリオ
豊中市 カリトロ庄内店
豊中市 こいぞう
豊中市 旅路
豊中市 LIVE KARAOKE ミューズAI
豊中市 いろは串
豊中市 韓国料理 アリの家
豊中市 鳥ちか
豊中市 平成麺業
豊中市 長寿万歳合同会社 セラズキッチン
豊中市 THE SPOT
豊中市 Cafe de Soul  
豊中市 カラオケぽち
豊中市 gite
豊中市 ふれあい酒場 恋
豊中市 味楽園
豊中市 韓国料理焼き肉 コッテジ
豊中市 かっぱ天国 夕日丘店
豊中市 こえな
豊中市 豊中牧場
豊中市 スナック ドルフィン
豊中市 吉岡マグロ節センター
豊中市 SIMRAN KITCHEN
豊中市 マルヨシ製麺所
豊中市 愛里沙
豊中市 麺や小とり
豊中市 四季おがさわら
豊中市 Thee Food Rest Garage
豊中市 麺やマルショウ本店
豊中市 榮華亭 庄内店
豊中市 コロちゃん
豊中市 Suns
豊中市 酒と蕎麦こなから
豊中市 串かつ ごうちゃん
豊中市 パパアンジェロ
豊中市 ダーリン
豊中市 立呑み ふる里の家
豊中市 カラオケサロンオスカー
豊中市 じゅじゅ庵服部店
豊中市 スタンドまえざわ(シシカカ)
豊中市 C and R
豊中市 琳
豊中市 Shidori
豊中市 CAVOLO
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豊中市 居酒屋貞
豊中市 ノンナ
豊中市 麻
豊中市 BAR M
豊中市 壺天 緑地公園店
豊中市 ラウンジ 由蘖
豊中市 カラオケ喫茶歌の駅
豊中市 plug
豊中市 スヌーピー
豊中市 すし天ぷら頂
豊中市 スナックマリ
豊中市 餃子食堂 餃々 千里中央店
豊中市 割烹小ぶな
豊中市 Dear.
豊中市 zovy bar
豊中市 北京料理 大連
豊中市 Pizzeria da Mario
豊中市 Dining IKINA
豊中市 富美家
豊中市 ぎょうざの天元
豊中市 トトロの台所
豊中市 スナック 竹ノ内
池田市 味楽
池田市 カラオケ喫茶 まき
池田市 ハニービー
池田市 居酒屋 花
池田市 カラオケ ビバ
池田市 ラウンジサリー
池田市 日本料理かえで
池田市 遊食処 一夢庵       
池田市 スナックあがるた
池田市 創作料理 ルノールラモンターニュ広瀬
池田市 和ゴコロ
池田市 Ｑｕｅｓｅｒａｓｅｒａ（ケセラセラ）
池田市 てんきゅう
池田市 日本料理 魁
池田市 保呂酔
池田市 餃子の勝 石橋店
池田市 スナックグレイス
池田市 町家料理結月
池田市 ◎８８
池田市 とり天 とき
池田市 ROCKS
池田市 笑福中華 恵美寿
池田市 ＳＡＫＵＲＡⅡ
池田市 スパローハウス
池田市 ラーメン屋台なかみっつぁん
池田市 TORI  TO  NICK
池田市 屋台風かすまるうどんかすまる池田店
池田市 Lucci
池田市 大吉池田店
池田市 うちごはんさんご
池田市 洋食ダイニング Hiro's Kitchen
池田市 酒菜房おためしや
池田市 花々
池田市 スナックヒカル
池田市 民芸そば処一花
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池田市 平成麺業
池田市 炭火焼肉みつる
池田市 やきもん まはろ
池田市 焼肉・冷麺 牛若丸
池田市 BAR pulmo
池田市 居酒屋 ま王 石橋店
池田市 居酒屋知之祐
池田市 一品料理一笑
池田市 すみれ
池田市 レディーブルース
池田市 赤とんぼ
池田市 BAR JACKAss
池田市 たこ焼き 鉄板焼き じゃねーの
池田市 Bob cat
池田市 サバニー
池田市 ほそかわ
池田市 酒肴料理菜々海
池田市 多香
池田市 あまちゃんち
池田市 ｃｒｅａｍ
池田市 喜のかこい 城南店
池田市 石橋のぱいせん
池田市 RICH CLUB
池田市 Snack Bar M ・J
池田市 寿し善
吹田市 御食事処 居酒屋 島唄
吹田市 （中華料理） 長崎軒
吹田市 スナックファン
吹田市 ドルフィン
吹田市 力 丸
吹田市 焼とり一品料理 みよし
吹田市 おばんざいとお酒うきわ
吹田市 創作料理 ゆめの庵
吹田市 中華酒房 白龍 昌
吹田市 中国料理 純華楼 江坂店
吹田市 チャオチャオ江坂店
吹田市 酒肴処たに川
吹田市 関大前竹屋
吹田市 焼肉ダイニング 幸の蔵
吹田市 和風料理 おかん
吹田市 楽笑
吹田市 居酒屋 大ちゃん
吹田市 ホリーズカフェ豊津駅前店
吹田市 シェフのハンバーグ
吹田市 季節料理料理あらい
吹田市 珉珉五月が丘店
吹田市 夢千代日記
吹田市 リヨネ
吹田市 居酒屋GORO
吹田市 スナック ひよこ
吹田市 酒処ふれんど
吹田市 nasaran (ナサラン）
吹田市 yakki鶏
吹田市 スナック翔
吹田市 旬屋 じょう崎
吹田市 有限会社幾久
吹田市 焼鳥 YUTAKA
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吹田市 ビーバンプ
吹田市 肉そばはっち
吹田市 Shanti
吹田市 ＳＨＯＴＢＡＲNO
吹田市 Ani
吹田市 T-house
吹田市 旬菜 柚
吹田市 居酒屋 真
吹田市 居酒屋 勝真
吹田市 居酒屋いずみ
吹田市 ｌｏｕｎｇｅＣＯＣＯ
吹田市 Venus
吹田市 お家や
吹田市 台風飯店express
吹田市 ほっと３
吹田市 味園
吹田市 参と壱
吹田市 ラーメン工藤
吹田市 ディルクス
吹田市 うを七西店
吹田市 ANIMO
吹田市 BAR RUSKA
吹田市 寅次郎
吹田市 居酒屋ひろちゃん
吹田市 Bar SEVEN
吹田市 ゆう翔
吹田市 GALLERY X CAFEBAR ケセラ
吹田市 一軒め酒場吹田店
吹田市 スタンド あまみ
吹田市 エサカズイタリアンオカムー
吹田市 日本料理みやけ
吹田市 Beer&Cafe Hafen
吹田市 たこ盛 山田南店
吹田市 PRAGATI
吹田市 カラオケライブ 北千里駅前店
吹田市 若葉屋
吹田市 PAPER MOON
吹田市 うを常
吹田市 KENTOはうす
吹田市 リトルキッチンＢ－ｍｅ
吹田市 ラウンジ吉野
吹田市 日本料理レストランRAKU
吹田市 串盧
吹田市 カジュアルキッチンイーストマリン
吹田市 ヒゲちゃん
吹田市 Lagoon
吹田市 焼きとり景気屋
吹田市 魚バル眞
吹田市 裏通りなじみ屋
吹田市 ことぶき
吹田市 焼き鳥 ちゅん太郎
吹田市 たこ家道頓堀くくる 万博記念公園店
吹田市 居酒屋高知
吹田市 スナックレフュージ
吹田市 奄人
吹田市 cafe Lucky
吹田市 ぶんぶん堂
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吹田市 すぎむら
泉大津市 きゃびん
泉大津市 蓼科
泉大津市 アジアン居酒屋 ベトナムキッチンナム
泉大津市 カラオケ ほたる
泉大津市 大衆食堂 きくよし
泉大津市 やまもと
泉大津市 シュシュ
泉大津市 スマイル
泉大津市 喫茶 蟻んこの舎
泉大津市 花扇
泉大津市 Ｍａｒｉｎ
泉大津市 焼き鳥和
泉大津市 Bar SEVEN R
泉大津市 旬彩小料理喜ごころ
泉大津市 ＢＨＡＴＴ ＫＩＴＣＨＥＮすーさんのインドカレー
泉大津市 焼鳥 いそ喜
泉大津市 ガンプラバー・ロードナイト
泉大津市 居酒屋のん
泉大津市 焼肉千福
泉大津市 炭火焼き けいじ
泉大津市 RAKU HAKATA MOTSU-NABE
泉大津市 DOWN TOWN
泉大津市 カラオケ喫茶ニュー萌菜
泉大津市 中国料理八宝亭
泉大津市 天ぷら 彦天
泉大津市 オーガニックキッチン菜花
泉大津市 えにし縁
泉大津市 ステーキハウス あひるの子
泉大津市 おふくろの味ゆう
泉大津市 カラオケ花詩
泉大津市 ちどり食堂
泉大津市 ブルームーン蒼月
泉大津市 ひとひら
泉大津市 ぢどり亭 和泉府中店
泉大津市 テコナ
泉大津市 ラーメン麺虎
高槻市 むさし
高槻市 おやつセンター
高槻市 炎の鳥
高槻市 地酒 蕗の薹
高槻市 居酒屋 武蔵
高槻市 呑み処 隆盛
高槻市 ろばた焼つるや
高槻市 居酒屋たんぽぽ
高槻市 ビュフェCROWN
高槻市 スナック真樹
高槻市 カフェ サマー
高槻市 ＤＯＲＡＣＯＬＡマルーン
高槻市 すし処 宏
高槻市 あじ彩
高槻市 唐唐
高槻市 焼肉 木屋
高槻市 南風楽天
高槻市 スナックピエロット
高槻市 スナックエミ
高槻市 はな彦
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高槻市 あんきや
高槻市 中国菜 優々
高槻市 スナックあき
高槻市 一富士
高槻市 Bar seven.
高槻市 沖縄料理 島酒 たろんち
高槻市 お好み焼 よしもと 南店
高槻市 夢さき
高槻市 ＢＡＲＲｅｎ
高槻市 居酒屋あまえんぼうグリーンプラザ店
高槻市 四季馳走あか馬
高槻市 shotbar faceoff
高槻市 旬香酒楽
高槻市 家庭料理なおみちゃん
高槻市 ムーランマロニエ
高槻市 Ｂｒａｓｓｅｒｉｅ２４℃
高槻市 焼き鳥大吉 高槻市役所前
高槻市 インド料理 SAVERA
高槻市 BAR UTUTU
高槻市 尚興園
高槻市 はるぴん
高槻市 居酒屋希SAKU／串カツ一穂
高槻市 鳥とん
高槻市 料亭きんなべ
高槻市 焼肉やまおか
高槻市 スナック アキラ
高槻市 Bar Blackflag
高槻市 居酒屋きらく
高槻市 珉珉
高槻市 お好焼  こにし
高槻市 ひでとら
高槻市 ディーディー
高槻市 とんこつラーメン無双
高槻市 天佑
高槻市 葵
高槻市 大衆酒蔵島津
高槻市 Cafe&BarCATALPA
高槻市 Bar CASK
高槻市 寿司栄
高槻市 フランス料理店 ポン・マリー
高槻市 ぢどり亭高槻店
高槻市 カール大帝
高槻市 フィリピンレストラン ｃｅｂｕ
高槻市 レ・コパン
高槻市 TSSY
高槻市 あつこン家
高槻市 ハミング・バード
高槻市 BAR  SPUTNIK
高槻市 亜月
高槻市 ゴンパチ高槻
高槻市 鉄板cuisine Feu
高槻市 ｄａｉニングMiーo
高槻市 まいどおいど
高槻市 T-true
高槻市 THE MOM
高槻市 寿司処くま川
高槻市 沖寿し
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高槻市 焼鳥 丹波路
高槻市 カラオケ喫茶ゼット 
高槻市 ちから餅
高槻市 はなみずき
高槻市 さこ田
高槻市 Ｐｉｇｒｉｃｈ
高槻市 お好み焼鉄板焼き 味咲
高槻市 カラオケスタジオ ビクター
高槻市 楽呑小料理 凛
高槻市 G-sm
高槻市 立ち食いDEご麺やで
高槻市 マリンナ
高槻市 LEONE
高槻市 寿の里
高槻市 匠の味ラーメン麺長
高槻市 Grillバル飛擦技
高槻市 極旨担担麺専門店 京担 高槻店
高槻市 旬香集灯みこし
高槻市 WhiteGold
高槻市 Bicchiere
高槻市 Ｇｉｒｌ’ｓＢＡＲＣＨＲＯＭＥⅡ
高槻市 居酒屋恵
高槻市 Ｍ★ＴＲＹ
高槻市 炭火焼やきとり123
高槻市 波津馬 高槻店
高槻市 といだ寿司
高槻市 居酒屋 繋
高槻市 ちょい呑みるみちゃん
高槻市 ラン
高槻市 居酒屋わがまま
高槻市 焼肉たかつきレバー 富田店
高槻市 フロマジェリー＆チーズバルカゼウス
貝塚市 スナックニューミサ
貝塚市 居酒屋 cafe bar Mahora
貝塚市 カラオケハウス すずらん
貝塚市 カラオケ喫茶 ふれあい
貝塚市 旬彩 たまき
貝塚市 焼肉味千
貝塚市 喫茶 リフレイン
貝塚市 喫茶 ロッキー
貝塚市 御田家もへじ
貝塚市 お好み焼き おかめ
貝塚市 焼肉よっちゃん
貝塚市 Precious
貝塚市 四季食彩ichi's
貝塚市 酒菜笑門
貝塚市 和歌山ラーメン 紀一
貝塚市 やきとり大吉 東貝塚店
貝塚市 やきとり 骨付鳥 どっと家
貝塚市 喫茶ペプシ
貝塚市 カラオケ喫茶あっちゃん
貝塚市 太太
貝塚市 凱旋門倉橋勝衛
貝塚市 バーアンバー
貝塚市 Shiny(シャイニー）
貝塚市 カラオケスナック田
貝塚市 CARA
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貝塚市 スコットパパ
貝塚市 居酒屋まっちやん
貝塚市 カラオケスタジオ ゑくぼ
貝塚市 よさこい産業文化会館店
貝塚市 ハコ
貝塚市 Lounge glitter
貝塚市 炭火焼肉 旨喰屋
貝塚市 BARびー玉
貝塚市 スナック琥胤（クイーン）
守口市 cafe WARAI
守口市 笑～WARAI～
守口市 KITCHEN MOM
守口市 居酒屋幸子
守口市 夢や
守口市 佐喜千
守口市 カラオケ喫茶 和（なごみ）
守口市 創
守口市 BAR ISLAY
守口市 かねまさ
守口市 鉄板焼き酒場 力
守口市 立呑 エンジン
守口市 琴り
守口市 クラフトビール＆フェアトレードワインLIPIJA
守口市 カラオケ酒場さかえ
守口市 居酒屋もきち
守口市 鉄板鍋 魂 
守口市 食堂タイタン座
守口市 ふーチャンラーメン
守口市 豚美味囲家とんかつ・串かつとん亭
守口市 居酒屋 昭
守口市 SEASON シーズン
守口市 白馬童子守口店
守口市 Rady
守口市 カラオケ喫茶みち
守口市 居酒屋 洛楽
守口市 大阪王将 土居店
守口市 居酒屋うめ吉
守口市 Ｍ
守口市 喜よ志
守口市 麺匠 どいや
守口市 らうんじ青樹
守口市 おしゃべりハウス
守口市 DEEPSHREE
守口市 門
守口市 cafe mikke
守口市 SABOTEN CLIMAX
守口市 ＭｏｎｋｅｙＪａｍ
守口市 炭火焼dining翔
守口市 佳蓮アルミュー
守口市 カフェ・ド ふる川
守口市 にく楽家 鐵牛
守口市 更科
守口市 亜蛇夢
守口市 わくら
守口市 鼓屋
守口市 カレー倶楽部ルウ守口店
守口市 笑び食堂
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守口市 甘藷処みずや
守口市 村田屋
守口市 カラオケスタジオ アスカ
守口市 燻製居酒屋うづら
守口市 居酒屋 うえおか
守口市 HEMP
守口市 居酒屋美流渡
守口市 さくらや ろかせず
守口市 HEMP
守口市 LaughingOwl
守口市 あさひ
守口市 炭火焼肉伸樂園
守口市 創作旬工房楽
枚方市 居酒屋 平
枚方市 カラオケ喫茶れんげ畑
枚方市 すなっく 恋女
枚方市 そば重
枚方市 すし一
枚方市 SAIREN
枚方市 カラオケ喫茶 白樺
枚方市 酒処瀬戸
枚方市 ラウンジ ブーケ
枚方市 居酒屋 くろせ
枚方市 えみゆ
枚方市 ふみ寿し
枚方市 スナックギャラクシー
枚方市 鰻彩 のとや
枚方市 １０’ｓｃａｆｅ津田駅前店
枚方市 龍鳳
枚方市 GATE
枚方市 磯三昧
枚方市 お食事処宴
枚方市 居酒屋まつ
枚方市 珈琲館藤阪駅前店
枚方市 ＰｉｚｚｅｒｉａＬ'ａｃｑｕｅｄｏｔｔｏ
枚方市 ちゃんぽん亭総本家エル枚方店
枚方市 株式会社丸天酒店
枚方市 カラオケJOB
枚方市 ゑびすDINING
枚方市 鉄板焼きダイニング うらら
枚方市 shine
枚方市 㐂楽屋
枚方市 とん平
枚方市 赤から枚方くずは店
枚方市 渡ら羽
枚方市 おばんざいわさ
枚方市 スナック わがまま
枚方市 snack花穏
枚方市 味万寿司
枚方市 手打ちうどん団平
枚方市 肉料理 黒麒麟
枚方市 キッドアイラック
枚方市 Night cafe N's place
枚方市 菊寿司
枚方市 スナック JUNKA
枚方市 Luan
枚方市 アミューズメントバーアクセスポイント
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枚方市 裕ちゃん
枚方市 食べ処 呑み処 ひだまり
枚方市 串焼きちゅど～ん
枚方市 スナック JOKER
枚方市 立ち呑み処なごみ
枚方市 Audrey2
枚方市 喫茶ジョイフル
枚方市 Social Dining Ｅbi-蔵
枚方市 手羽先からあげ天の邪鬼
枚方市 輝夜
枚方市 居酒屋Bar ViVA
枚方市 居酒屋みつや
枚方市 たこ焼き はなれ
枚方市 くつろぎ居酒屋 ひげキッチン
枚方市 cafe＆bar PAPA CAFE
枚方市 CHA CHA
枚方市 居酒屋はじめ
枚方市 黒毛和牛田蔵
枚方市 一品料理 はなとり
枚方市 Cafe Istanbul
枚方市 四川ラーメン都
枚方市 インド料理 MILAN
枚方市 インド料理ミラン
枚方市 BAR case
枚方市 千成寿司
枚方市 三代目たくちゃん長尾駅前店
枚方市 金八っつぁん
枚方市 中華菜館点心
枚方市 カレーとコーヒーの店ちびた
枚方市 Baby-Hearts
枚方市 ホルモン八起
枚方市 インド料理＆カフェ LUMBINI
枚方市 bully
枚方市 つけ麺らーめんｅｉＴｏ８
枚方市 胡麻切り蕎麦創作串揚げ おおの
枚方市 さぶろう 枚方店
枚方市 お好み焼き 花林
枚方市 中国料理朱鷺
枚方市 カラオケ喫茶なかよし
枚方市 お好み焼 まつもと
枚方市 三代目 赤ひげ
枚方市 魚料理ととや
枚方市 Rプラスカフェ
枚方市 ＴｒａｔｔｏｒｉａｄａＮａｏｓｈｉ
枚方市 駒
枚方市 ごはん処宝
枚方市 Sup
枚方市 やきとり七福神 長尾店
枚方市 寿司つるや 枚方店
枚方市 酒肴 山くら
枚方市 山くら はなれ
枚方市 みゅう
枚方市 ゆでぞう
枚方市 カラオケ・スナック瞳 スナック瞳
枚方市 BARキキ
枚方市 ラウンジ うれしの
枚方市 和食ダイニングあご屋
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枚方市 ラウンジ花みずき
枚方市 スナックあきら
枚方市 お好み焼きハウスベジ太
枚方市 ふる里
枚方市 カラオケ喫茶なかよし
枚方市 和楽
枚方市 居酒屋愛
枚方市 居酒屋まつもと
枚方市 Barwith
枚方市 たか笑TAKASHO
枚方市 スナックアレーズ
枚方市 炭火焼肉 えん
枚方市 カラオケビックRRR
枚方市 鶏小路
枚方市 茶の音
枚方市 がじゅまる
枚方市 青い空カフェ
枚方市 やきとり笑吉
枚方市 Nepali Kitchen KUMARI
茨木市 レストラン四季
茨木市 とり呑
茨木市 居酒屋栄吉
茨木市 北斗
茨木市 花筏
茨木市 居酒屋かしま
茨木市 カラオケ喫茶 アップル
茨木市 ラウンジあめま
茨木市 気まま
茨木市 さんさく
茨木市 すし工房 舞網
茨木市 BAR  qualtus
茨木市 寿し熊
茨木市 居酒屋サッちゃん
茨木市 カラオケ喫茶 洋子
茨木市 酒食亭 たちばな
茨木市 レストハウスエンジャル
茨木市 ラウンジ スター
茨木市 長右衛門
茨木市 Funny
茨木市 お好み焼きまっちゃん
茨木市 すえひろ
茨木市 カラオケスタンド啓
茨木市 花のれん
茨木市 有限会社えいたろう
茨木市 スナック姫芽
茨木市 和季あいあい
茨木市 カフェ レーズン堂
茨木市 snack ＹｕＫａｉ
茨木市 串まる
茨木市 おとずれ
茨木市 カラオケ喫茶 みさ
茨木市 いな穂
茨木市 中華居酒屋はるき
茨木市 GOLD
茨木市 GLAN FABRIQUE cafe百花moka
茨木市 焼き鳥ゆきち
茨木市 河寿司
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茨木市 隠れ家つづみ
茨木市 ZERO
茨木市 すしよし
茨木市 海舟
茨木市 Peach Tree Cafe 
茨木市 居酒屋わさび
茨木市 SHIAWASE
茨木市 浅沼食品こっこ家
茨木市 上吉
茨木市 Bar勿忘
茨木市 笹寿司
茨木市 まご兵衛
茨木市 スナックまり
茨木市 ラウンジがれ
茨木市 STAND BOND
茨木市 うかのめ
茨木市 一平
茨木市 麺屋一慶
茨木市 アルファ
茨木市 ワインバー ダルセーニョ
茨木市 Lounge Fiore
茨木市 sanak kimagure
茨木市 さわらぎ
茨木市 炭焼き鳥仁
茨木市 ｃａｍｐｉｏｎｅ
茨木市 カラオケ喫茶 朝比奈
茨木市 ラウンジｃｉｅｌ
茨木市 紅紅火火
茨木市 餃猫虎龍
茨木市 ダイニング あん
茨木市 鉄板焼き喜泉
茨木市 氣DORI
茨木市 海鮮居酒屋あまみ
茨木市 るみえーる
茨木市 居酒屋 紗菜
茨木市 からおけ喫茶ふじ
茨木市 Manaty
茨木市 Cafe＆Bar a ²
茨木市 カラオケ喫茶道草
茨木市 crocchioハルの洋食バル
茨木市 おかえ里
茨木市 Twice
茨木市 ひびき
茨木市 Da Kitchen 
茨木市 串活店 おぐら
茨木市 Berrys cafe
茨木市 福楽都
茨木市 ノーサイド
茨木市 B.S鮎川
茨木市 カラオケスナック奈津子
茨木市 居酒屋 錦蔵
茨木市 飲み食い処お宝まんちん
茨木市 Lounge  Sun Climb
茨木市 Snackてぃあら
茨木市 鶏炭焼らーめん専門店 田村家
茨木市 新三浦
八尾市 赤玉食堂
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八尾市 スナック艶
八尾市 お好み焼 びーONE
八尾市 居酒屋 たつ吉
八尾市 ニューみやこ
八尾市 福来園
八尾市 媛 Hime
八尾市 喫茶 あかり
八尾市 スナック愛
八尾市 Sakon 沙昏
八尾市 はるみ
八尾市 カフェ ミュジック みゆん
八尾市 屋台
八尾市 花水木
八尾市 スナック より道
八尾市 スナック詩館
八尾市 勝さんラーメン
八尾市 Korean tableマウン
八尾市 cafe suuu+
八尾市 ＬａｍｍｏｃｋｃａｆｅＬｏｆｔｏｎｗａｒｅｈｏｕｓｅ
八尾市 ひろせ
八尾市 喫茶桃
八尾市 居酒屋のれん
八尾市 焼肉明伸
八尾市 癒炉とりどり
八尾市 焼肉 千久左
八尾市 たこ焼あほや志紀駅前店
八尾市 居酒屋つくし
八尾市 8Line's エイトラインズ
八尾市 カラオケシード千
八尾市 かごやま
八尾市 うどん亭たからや
八尾市 キッチンぶーたん
八尾市 串花
八尾市 IAKATORIH
八尾市 たこ焼き居酒屋 笑顔 八尾店
八尾市 天ぷら旬菜天花
八尾市 鳥くら
八尾市 炭火焼鳥翔矢
八尾市 べるふらふぁ
八尾市 無愛想
八尾市 まんま。
八尾市 華龍
八尾市 カラオケギャラリー
八尾市 亀八
八尾市 河KOU
八尾市 スナックmomo
八尾市 炭火やき鳥 かちがらす八尾店
八尾市 うまいもんや もり河
八尾市 博多もつ鍋まぁる。
八尾市 魚小屋よしき
八尾市 日本料理笠置
八尾市 やまだ
八尾市 藤幸
八尾市 大阪王将 志紀店
八尾市 カフェセッテベッロ
八尾市 旬亭わかな
八尾市 立ち飲み処のぶ
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八尾市 串匠ほうずき
八尾市 スナックかおり
八尾市 SEVEN
八尾市 カラオケスタジオ ハッピー
八尾市 味浪漫
八尾市 はしっこ
八尾市 SAMURA1
八尾市 ルピナス
八尾市 みとう
八尾市 銀月
八尾市 お好み焼 ぐー
八尾市 ＣＡＦＥＣＨＡＬＬＥＮＧＥＲ８８
八尾市 ナイトフライト
八尾市 ザ･ミュンヒ
八尾市 お好み焼き一福
八尾市 カラオケスナックチェンジ
八尾市 すし道楽
八尾市 アロマージュ
八尾市 肉いち
八尾市 カラオケよっちゃん
八尾市 カラオケパブ ミラノ
八尾市 田中食堂
八尾市 お好み焼鉄板焼 和
八尾市 寿し処美よ志
八尾市 辰寿し
八尾市 ARPAN
八尾市 スナックこわか
八尾市 のんちゃん
八尾市 居酒屋＆スナックむぎ
八尾市 グッピー
八尾市 ニューラウンジ流華 RUKA
八尾市 魚菜屋 幸太
八尾市 四季彩々 すえひろ
八尾市 中華料理 喜春園
八尾市 Waveee dining bar
八尾市 おばんざい 結
八尾市 スナック舞香
八尾市 ＡＱＵＡ
八尾市 Hip・Lip
八尾市 やきにく牛楽
八尾市 CafeRocca
八尾市 春満堂
八尾市 COCO
八尾市 あげいん
八尾市 雅楽
八尾市 Link
八尾市 スナックニューマリア
八尾市 松坂亭
八尾市 炭焼 陽なたや
八尾市 スナックｄｅｌｆｉｎｏ
八尾市 炭屋ご神木
八尾市 和らい
八尾市 ポーのへや
八尾市 スナック城
八尾市 丸富寿司
八尾市 たっちゃん
八尾市 海臨丸
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八尾市 花いろ
八尾市 四季
泉佐野市 中華居酒屋 破天荒
泉佐野市 やきとり大吉 鶴原店
泉佐野市 割烹幹
泉佐野市 ぱんハウスみるく
泉佐野市 薩摩 富士
泉佐野市 カラオケ れん
泉佐野市 川せみ
泉佐野市 バーノクターン
泉佐野市 和助
泉佐野市 中国料理 錦綉
泉佐野市 アリラン
泉佐野市 楽家
泉佐野市 小陽春 泉佐野鶴原店
泉佐野市 ラウンジアミ
泉佐野市 羽倉崎三平
泉佐野市 とんかつ多津美
泉佐野市 レストラン離宮
泉佐野市 串料理ふじお
泉佐野市 ちゃんこ井原
泉佐野市 いわさき
泉佐野市 師匠
泉佐野市 ブルーフォンセ
泉佐野市 亀仙人食堂
泉佐野市 スナックキャンドル
泉佐野市 ワイン酒場かっちゃん
泉佐野市 Chet's Inn
泉佐野市 たこ焼きBAR karakara
泉佐野市 板前食堂
泉佐野市 Bar Shanty
泉佐野市 アメジスト
泉佐野市 和歌山ラーメン
泉佐野市 焼肉ヒロ
泉佐野市 Leo
泉佐野市 酒菜 こむらさき
泉佐野市 なにや
泉佐野市 麺工房
泉佐野市 居酒屋安間
泉佐野市 酒和酒話
泉佐野市 焼肉サガン
泉佐野市 焼肉かめやま
泉佐野市 chomo lungma
泉佐野市 フレンチ工房ダニエル
泉佐野市 いそ銀
泉佐野市 笑美酒 道
泉佐野市 yamano
泉佐野市 鷄と魚
泉佐野市 alt burst
泉佐野市 カラオケ 澪
泉佐野市 アイリス
泉佐野市 旬彩Kitchenはなび
泉佐野市 カラオケスタジオMAX
泉佐野市 Bistro bar ＯluOlu
泉佐野市 焼肉やまや
泉佐野市 ＳＴＡＲＤＵＳＴ
泉佐野市 スナックヴィノー

89 / 106 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4年2月7日公表分）

泉佐野市 やきにくまる
泉佐野市 旬楽kitchen 子龍
泉佐野市 台湾料理錦福香
富田林市 ひよこ
富田林市 喫茶ファニー
富田林市 姫神楽
富田林市 大政寿司
富田林市 寿司懐石内海
富田林市 爆笑カラオケ酒場Leaf
富田林市 コーヒーパブｙａｙａ
富田林市 カフェルミエール
富田林市 西ます兵やまもと
富田林市 ぢどり亭藤沢台店
富田林市 料理すし処おのや
富田林市 やきとりしば家
富田林市 旬菜旬魚はまの
富田林市 すし広
富田林市 はんじょう
富田林市 居酒屋笑暖
富田林市 居酒屋ぼちぼち
富田林市 養老乃瀧 滝谷不動店
富田林市 悦来閣
富田林市 汽車ポッポ コノミヤ富田林店
富田林市 マッハカレー富田林店
寝屋川市 居酒屋 佳寿美
寝屋川市 幸
寝屋川市 一楽寿し 寝屋川市
寝屋川市 地球人
寝屋川市 てんくう
寝屋川市 ラーメン天華
寝屋川市 スナック 芹
寝屋川市 居酒屋 丸徳
寝屋川市 カラオケ喫茶店 舞
寝屋川市 家庭料理 すず
寝屋川市 居酒屋 加那
寝屋川市 一番屋
寝屋川市 焼肉 ハ光園
寝屋川市 スナック ビビ
寝屋川市 居酒屋 玉ちゃん
寝屋川市 大丸屋
寝屋川市 スナック シークレットラブ
寝屋川市 居酒屋 だうん たうん
寝屋川市 すし清
寝屋川市 居酒屋 くろ
寝屋川市 和の心 香味
寝屋川市 喫茶ＣＯＣＯ
寝屋川市 R concept kitchen
寝屋川市 The Rabbit Hutch Project
寝屋川市 居酒屋 ＭＡＲＵ
寝屋川市 カラオケひまわり
寝屋川市 居酒屋てん
寝屋川市 美酒美彩いちごいちえ香里園店
寝屋川市 海鮮炭火いちごいちえ寝屋川店
寝屋川市 くぅ太
寝屋川市 グリルヤマモト
寝屋川市 天久
寝屋川市 居酒屋なお
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寝屋川市 魚屋海老蔵 香里園店
寝屋川市 カラオケスペ－ス音-1
寝屋川市 おいすかった
寝屋川市 ホットスポット
寝屋川市 丸美
寝屋川市 カラオケ 友
寝屋川市 カラオケ&パブいむら
寝屋川市 風蓮人
寝屋川市 ひと皿焼肉寿
寝屋川市 味吉園
寝屋川市 すなお
寝屋川市 右近
寝屋川市 酒菜家
寝屋川市 旬彩 吉むら
寝屋川市 宝島
寝屋川市 お菓子の家sourere
寝屋川市 喜咲
寝屋川市 Be-In
寝屋川市 八志
寝屋川市 ＣＡＦＥ ＢＯＮ ＶＯＹＡＧＥ
寝屋川市 やまと食堂
寝屋川市 Ristorante Keishi Hoyama
寝屋川市 cachette
寝屋川市 だりやみもーれー
寝屋川市 八坂寿司（SUSHIBAR八坂）
寝屋川市 蘭
寝屋川市 繁盛鳥酒場とさか
寝屋川市 村さ来香里園店
寝屋川市 居酒屋  阿吽
寝屋川市 いちびり家
寝屋川市 和風スナックなかむら
寝屋川市 光酌
寝屋川市 リメンバー
寝屋川市 大和地鶏 鶏焼 山どり
寝屋川市 肉鍋とからあげの店儿（じん）
寝屋川市 カラオケ居酒屋かえで
寝屋川市 カラオケめーぷる
寝屋川市 PatisserieAmie
寝屋川市 そてつ
寝屋川市 串たつ
寝屋川市 スーサン
寝屋川市 幸Xing
寝屋川市 花北京
寝屋川市 ちゃんこ久
寝屋川市 炭火焼鳥 神田川
寝屋川市 Dining.Bar礼 寝屋川店
寝屋川市 Italian Bar Basso
寝屋川市 Milan
寝屋川市 DEEP KITCHEN
寝屋川市 誠食材
寝屋川市 本よし
寝屋川市 黒毛和牛こうりえん
寝屋川市 ゆぅーゆ
寝屋川市 和の台所ふろしき
寝屋川市 ビーチスタイル
寝屋川市 BAR CHOCOLAT
寝屋川市 華酔
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寝屋川市 Juliet
寝屋川市 居酒屋さっちゃん
寝屋川市 楽食亭 神鍋
寝屋川市 パンダ軒
寝屋川市 Night dar Loop
寝屋川市 呑み処 ごえん
寝屋川市 Dolce
寝屋川市 飲み処 愛・花
寝屋川市 一品料理すみこ
寝屋川市 居酒屋みじょか
寝屋川市 Ｋasumisou
寝屋川市 串揚げと本格焼酎 膳
寝屋川市 スナックＮｅｗコスモス
寝屋川市 オマール海老と黒毛和牛のお店ＢｉｓｔｒｏＫｅｎ’Ｓ
寝屋川市 M
寝屋川市 ラウンジ八代
寝屋川市 ラウンジ COO
寝屋川市 京おでん二口
寝屋川市 肴呑 ぼっち
寝屋川市 喜多光酒店
寝屋川市 ステーキファイブ寝屋川店
寝屋川市 さわだや
寝屋川市 韓国料理 美江
寝屋川市 バードユー
寝屋川市 ポタポタcafe
河内長野市 お好み焼 たけのこ
河内長野市 旬の幸 かつら川
河内長野市 お好み焼きチビといっしょ
河内長野市 あらうんど
河内長野市 富貴寿司
河内長野市 和食洋食キッチンさくら
河内長野市 焼鳥 よしなが
河内長野市 ＩＮＤＩＡＮ ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ ＡＡＲＡＤＨＹＡ
河内長野市 居酒屋のぶ
河内長野市 かんべ食堂
河内長野市 フェニックス
河内長野市 焼肉将軍
河内長野市 Hachi-purA
河内長野市 唄い処ぽっかぽか
河内長野市 スナックサン
河内長野市 えだ豆
河内長野市 山寿司
河内長野市 カラオケカフェわ
河内長野市 Cafe' mocha 
河内長野市 食彩ゆう
河内長野市 スナック 志津
河内長野市 居酒屋 介 
河内長野市 酒菜つぶやき
河内長野市 居酒屋松ちゃん又は寄合酒場松ちゃん
河内長野市 まちのカラオケ シュシュ
河内長野市 MUGEN
河内長野市 カラオケスナック まき
河内長野市 風香
河内長野市 鴨錦 千代田店
河内長野市 まん月や
河内長野市 居酒屋まるきよ
河内長野市 クラブエディー
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松原市 お好み焼き店 マルエム
松原市 カラオケ マリ
松原市 おぐら屋
松原市 きりん寺 河内天美駅前店
松原市 関辰
松原市 サイカ
松原市 和味
松原市 居酒天国赤おに
松原市 カラオケ喫茶&スナックなっち
松原市 Dining 花凛縁
松原市 鶏晴
松原市 カラオケ居酒屋たんたん
松原市 正記屋酒店
松原市 スナックアリス
松原市 焼・焼板ちゃん
松原市 家庭料理たんぽぽ
松原市 山崎屋
松原市 ラウンジシャン二代目
松原市 ルート1010
松原市 タイ料理サバーイ
松原市 すなっく ひよこ
松原市 割鮮料理 一孝
松原市 立喰うどん 淡路屋
松原市 アルバトロス
松原市 立呑み 姫
松原市 葵屋酒店立ち呑みあおいや
松原市 洋食コスギ
松原市 櫓寿司
松原市 タニシのこむらがえり
松原市 カラオケさら
松原市 吉兆酒店
松原市 赤ちょうちん靜
大東市 呑み処 展
大東市 喜まぐれ料理しば
大東市 酒彩 由楽梨
大東市 焼鳥大吉 四条畷店
大東市 居酒屋晴れ家
大東市 キャロット
大東市 花ごよみ
大東市 Aiランド
大東市 創作料理 満天
大東市 なにわチキン 大東店
大東市 カラオケ居酒屋トちコ
大東市 焼肉の店 一
大東市 カラオケキッサピュア
大東市 居酒屋すわ
大東市 夢や
大東市 アルカディア カフェ
大東市 ON THE ROAD
大東市 さくら
大東市 酒房ゆうき
大東市 M's
大東市 居酒屋ハート
大東市 咲屋
大東市 家庭料理居酒屋ひまわり
大東市 CHELSEA
大東市 呑み処 藤屋
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大東市 bar Azu
大東市 からおけ らん
大東市 鉄板鍋料理元（はじめ）
大東市 居酒屋たちばな
大東市 大惣
大東市 炭火焼 鳥誇
大東市 炉端焼もっこす
大東市 ひこちゃんのキャベツ焼
大東市 ほっこりや ぃろは
大東市 居酒屋 ごめん
大東市 風の街大東店
大東市 ラウンジSHIZU静
大東市 居酒屋 幸
大東市 Laboratory
大東市 肉匠さく竜R
大東市 らもと
大東市 リーベ
大東市 旬味四季菜
和泉市 炭焼彩菜KAMADO
和泉市 HANAMI.RJ
和泉市 花海
和泉市 焼肉 れん
和泉市 スナック セブン
和泉市 焼肉ダイニング 弘
和泉市 １／ｆ えふぶんのいち
和泉市 カラオケ しまなみ
和泉市 出世街道
和泉市 居酒屋姉妹
和泉市 コーヒーレストラン ガジュマル
和泉市 ちょい飲み処 通天閣
和泉市 創作居酒屋絆
和泉市 MARU MARU アジアン
和泉市 ショパール
和泉市 ラーメン・むがく庵
和泉市 魔嬢
和泉市 はやフードスタジアム
和泉市 洋食店Sisen
和泉市 pizzeria O.G.O
和泉市 居酒屋食堂たなか
和泉市 Bar UKA
和泉市 居酒屋 ウタえもん
和泉市 居酒屋たもっちゃん
和泉市 居酒屋凡
和泉市 ＲｅｓｔａｕｒａｎｔＭａｋｉｙａ
和泉市 呑み処青山さん
和泉市 LIBRA
和泉市 月ウサギ
和泉市 桃太郎
和泉市 Oggi
和泉市 森房
和泉市 地鶏･一品 なべくら
和泉市 カラオケスタジオ歌姫
和泉市 焼肉ホルモンMeets
和泉市 cafe TaMaRi
和泉市 bar G-ZONE
和泉市 OSAIN DEL MONTE
和泉市 オテル・ド・キュール
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和泉市 あめや
和泉市 楽食和酒 B プラス
和泉市 渚凪
和泉市 スナックバッカス
和泉市 ベビーフェイス和泉店
和泉市 酒肆BarKANEDA
和泉市 重兵衛
和泉市 喫茶レストランピエロ
和泉市 旬彩まどんな亭
和泉市 ＢａｒＮｉｘｘ
和泉市 楽食処 陽だまり
和泉市 メルシー
和泉市 麺屋昴 和泉店
和泉市 WA's cafe
和泉市 寿司 鶴屋
和泉市 晴れ結び
箕面市 むげん
箕面市 焼酎の店 高千穂神楽
箕面市 それはさうと、ハコネコ堂で。
箕面市 嶺
箕面市 SNACK ウェル
箕面市 樂駄屋
箕面市 どじょう
箕面市 あんてぃ
箕面市 ごばん
箕面市 からあげスタンドあさちゃん
箕面市 華心
箕面市 銀なべ
箕面市 フリッターズ
箕面市 Nayutaka
箕面市 cafe&bar K's Squar
箕面市 プルミノン
箕面市 海鮮処 魚魚魚 ぎょぎょぎょ
箕面市 GOLD CASTLE COFFEE
箕面市 お食事処さくらい
箕面市 The Looking Glass
箕面市 台湾らーめんG
箕面市 沖縄料理 あかばなァ
箕面市 餃子専門店 蓮
箕面市 やきとり大吉 小野原店
箕面市 味菜香 やま脇
箕面市 ニューディンプル
箕面市 スナックゆき
箕面市 鳥右衛門
箕面市 佳筍
箕面市 Per Caffe Bianco
箕面市 割烹はんべい
箕面市 Beaubois
箕面市 鶏バルＯＫＡＹＡＮ
箕面市 ＮＥＲＵ
箕面市 プラスモンジュ
箕面市 インド料理 シムラン
箕面市 ARTISTプリック
箕面市 亀山社中カメチュウ
箕面市 BAR ORDINARY
柏原市 カラオケ たくちゃん
柏原市 庄や浪漫
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柏原市 焼鳥のあじもり
柏原市 つるちゃんカラオケ
柏原市 鳥鳥 国分店
柏原市 鉄板居酒屋 龍大絆 Tacchan no omise
柏原市 癒し処日和
柏原市 インドレストラン＆バー アルシー
柏原市 喜舟
柏原市 カラオケ喫茶 じょんのび
柏原市 炉端大峯
柏原市 しゃるまん
柏原市 歌謡スタジオバニープラザ
羽曳野市 てまり
羽曳野市 Taverna S
羽曳野市 居酒屋山吉
羽曳野市 なれそれ
羽曳野市 カラオケ喫茶 ブーケ（花束）
羽曳野市 すし藤
羽曳野市 焼肉 みつる
羽曳野市 ごん太
羽曳野市 居酒屋あかり
羽曳野市 味千ラーメン
羽曳野市 BAR SINCE
羽曳野市 たちのみ ほりぐち
羽曳野市 ふじもと旬菜食
羽曳野市 カラオケ喫茶凛
羽曳野市 炉端家 真
羽曳野市 串かつ一品料理かつもと
羽曳野市 居酒屋有田
羽曳野市 食処なみちゃん
羽曳野市 福゜福゜
羽曳野市 NOWORK motor&cafe
羽曳野市 タンブール
羽曳野市 インド料理 プジャ羽曳野店
羽曳野市 炭火焼鳥8えいと
羽曳野市 居酒屋ふくや(城山店)
羽曳野市 河田
羽曳野市 呑み処ひとみ
羽曳野市 ひまわり
羽曳野市 Nagomi
羽曳野市 居酒屋ひまわり
羽曳野市 SHIMIZUYA 
羽曳野市 呑歌た楽田井
羽曳野市 Jellyfish
羽曳野市 西洋食倶楽部紅茶屋カン月
門真市 居酒屋 笑
門真市 居酒屋 あだん
門真市 居酒屋 旬扇
門真市 旬肴 雅
門真市 酒肴やす
門真市 新橋飯店
門真市 天山
門真市 居酒屋 味里
門真市 炭火ダイニング香川
門真市 小料理 こいけ
門真市 門真れんこん屋
門真市 酒場うらら
門真市 居酒屋カラオケ若竹
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門真市 居酒屋 縁
門真市 とりなす
門真市 スナックピュア
門真市 串揚げ、旬彩  いかるが
門真市 いけ・いけ ひばり
門真市 魚屋海老蔵 大和田店
門真市 カラオケ喫茶＆バー ami
門真市 やきにく志賀
門真市 きらく
門真市 中華料理鑫福食府物産店
門真市 居酒屋人喜和
門真市 イタリア食堂ポルトス
門真市 ラウンジyou
門真市 酔虎伝門真店
門真市 お好み焼 居酒屋 ふくや 門真店
門真市 焼き鳥居酒屋鳥光
門真市 本格インド料理マナ
門真市 groove
門真市 キッチンえんや
門真市 立ち飲みバーしゅむ
門真市 秋田男鹿食堂
門真市 Cafe ダイニング 麦
門真市 るなぱるく
門真市 居酒屋ちはる
門真市 SAT
門真市 BEERS CAFE OFF SHORE
門真市 創作居酒屋なみんち
門真市 groove
門真市 カラオケ奄美
門真市 お好み焼き こけし
門真市 お食事処 百式
門真市 満月
門真市 居酒屋 蓮
門真市 カラオケ シャン
門真市 居酒屋はなちゃん
門真市 居酒屋八十八
門真市 カラオケ喫茶キング
門真市 台北
門真市 旬彩美酒 池上
門真市 iltempo  
門真市 アルシー
門真市 カラオケスタジオ大隅
門真市 花の里
門真市 九州屋酒店
門真市 居酒屋ばぶ
門真市 スナックKOBITO
門真市 あしたも元気
門真市 カラオケキッチン音都
門真市 のんちゃん
門真市 居酒屋裕美
門真市 パブラウンジ まゆ
門真市 居酒屋EENEN
門真市 祥瑞ラーメン
門真市 なんくるないさぁマーコ
門真市 BAR KOYUKARI
門真市 喫茶・スナック とんとん
門真市 snack Dolly
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門真市 鳥政
門真市 レストランバー ベビーブレス
門真市 串カツふぇろ
門真市 呑み喰い処笑店
門真市 美酒味肴 かぶき屋
摂津市 居酒屋 守禮
摂津市 居酒屋あさひ
摂津市 ほろよい
摂津市 ピープル
摂津市 鉄板ステーキ 采、彩、
摂津市 お好み焼き・居酒屋 みっちーみっちゃん
摂津市 ふく円
摂津市 スナック エミ
摂津市 鉄板焼・鍋 のびしろ食堂
摂津市 SoundGarden
摂津市 カラオケ花
摂津市 居酒屋デン
摂津市 スナック Hisarin
摂津市 焼鳥居酒屋どっこいしょ
摂津市 炭火焼 中村鉄治
摂津市 玉喜
摂津市 カラオケ喫茶みよみよ
摂津市 居酒屋 蓮
摂津市 スナック柴折
摂津市 楽時工房 居酒屋 梅久
摂津市 薩摩
摂津市 たこ焼きあきない千里丘駅前店
摂津市 奄美料理ゆらいどころ
摂津市 レイジーデイズ
摂津市 居酒屋たこ一
摂津市 食事居酒屋 大音
摂津市 loungesale
摂津市 えびすヤ
摂津市 炙り鶏 まさ
摂津市 スナック Merci
摂津市 烏賊焼bebeboy
摂津市 キャティ
高石市 レストラン アラキ
高石市 ZERO
高石市 お好み焼 めりけん亭
高石市 カラオケ喫茶 NO-NAME
高石市 スナック カサブランカ
高石市 Re楽xs
高石市 カラオケスタジオ ジュン
高石市 きちんとチキン
高石市 BAR OLIORI
高石市 人情家 浜ちゃん酒場
高石市 アクア高石
高石市 鳥楽
高石市 居酒屋藤
高石市 白秋
高石市 鉄板焼専門のお店 脇田
高石市 喫茶・カラオケ ハーモニー
高石市 居酒屋中繁
高石市 紀州街道まるあ
高石市 鷄酒家チキンハート
高石市 スナック 来夢
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高石市 ビーボー
高石市 ごんや
高石市 ナイトインサンタフェ
高石市 晩酌万呑
高石市 焼肉ホルモン焼 松力
高石市 じゃん
高石市 和食・中華dining彩
高石市 ぱいぷのけむり
高石市 丸隆亭
高石市 うま辛鍋あみ焼き鶏かしわ
藤井寺市 美㐂寿司
藤井寺市 しゃむすん
藤井寺市 居酒屋わ
藤井寺市 中国料理大鳳凰
藤井寺市 炭火焼肉カルビ庵藤井寺店
藤井寺市 韓水山
藤井寺市 鳥鳥 cho-cho-
藤井寺市 Private Members Bar R指定
藤井寺市 ジャンボ酒場 藤井寺駅前店
藤井寺市 天ぷら のじ菊
藤井寺市 ちどりあし
藤井寺市 家庭料理 いつくしみ
藤井寺市 bijou
藤井寺市 多酒多菜あぐら
藤井寺市 soul
藤井寺市 居酒屋いがや藤井寺駅前店
藤井寺市 ACE
藤井寺市 のみ処菊ちゃん
藤井寺市 ちょっとＢＡＲ セルフィッシュ
藤井寺市 食事処 居酒屋
藤井寺市 ふぐ半
藤井寺市 串かつどて焼き和典
藤井寺市 居酒屋とんぺい
藤井寺市 居酒屋まんてん丸
藤井寺市 旬希
藤井寺市 お好み焼き みすみ
藤井寺市 沖商店 笑華
藤井寺市 ダイニングキッチンFORTUNE LIVING
藤井寺市 居酒屋花
藤井寺市 蓮
藤井寺市 どんぐり亭
藤井寺市 いろり茶屋
藤井寺市 居酒屋黒兵衛
藤井寺市 大邱
藤井寺市 ラウンジまんま
藤井寺市 お好み焼居酒屋きそじ
藤井寺市 串かつ専門店月ヶ瀬
藤井寺市 若葉
東大阪市 お好み 鉄ぱん 徒生
東大阪市 居酒屋 ほう吉
東大阪市 居酒屋あいちゃん
東大阪市 うどん天国
東大阪市 焼肉の元
東大阪市 居酒屋 丹波屋
東大阪市 スナック Pray
東大阪市 居酒屋蛍
東大阪市 ｋａｒａ ｃａｆｅ
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東大阪市 居酒屋 香寿味
東大阪市 なかみち
東大阪市 おたる亭
東大阪市 カラオケ・スナック・ちび太
東大阪市 ひさご食堂
東大阪市 ほろ酔い処 和
東大阪市 御厨飯店
東大阪市 ラーメン司
東大阪市 布施獅子丸
東大阪市 栄鮨
東大阪市 万福食堂
東大阪市 屋台みんなの基地
東大阪市 京ちゃん
東大阪市 欧炉知
東大阪市 串あげ 菱屋
東大阪市 スナック ＫＡＮＢＥ
東大阪市 しび辛晴れ屋
東大阪市 みすず
東大阪市 SHIGE
東大阪市 亀ずし
東大阪市 はなの里
東大阪市 スウィート・テン
東大阪市 カラオケスタジオ歌楽
東大阪市 酒処とりい
東大阪市 クラウド ナイン （ＣＬＯＵＤ ＮＩＮＥ）
東大阪市 あぱっち
東大阪市 割烹 大喜多
東大阪市 スナック 加代
東大阪市 さっちゃん
東大阪市 スナック伸
東大阪市 焼肉樹々
東大阪市 バインミー布施
東大阪市 カサブランカ
東大阪市 こんなもんじゃ
東大阪市 ケーキの店ラッコ工房
東大阪市 七輪焼きとり鶏ちゃん
東大阪市 スナックエモーション
東大阪市 多幸焼縁
東大阪市 和食の店 どこへ
東大阪市 みやび
東大阪市 刀削麺正記
東大阪市 カラオケスタジオ とも
東大阪市 LUMBINI
東大阪市 生搾りチューハイ専門店chu-hikan
東大阪市 吉田奴寿司
東大阪市 三鳥
東大阪市 たこえもん東花園店
東大阪市 たこえもん善根寺店
東大阪市 スナック和歌
東大阪市 大玉たこ焼き たこえもん 新石切店
東大阪市 料亭若葉
東大阪市 魚々麺 園
東大阪市 カラオケ花門
東大阪市 スナック サムナイト
東大阪市 プールジャム POOLJAM
東大阪市 珉楽
東大阪市 大むら寿司
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東大阪市 呑み処酒楽
東大阪市 エルジョ
東大阪市 BAR COZYMAN
東大阪市 阪バルORARI
東大阪市 アクア
東大阪市 一本道
東大阪市 シオリ
東大阪市 BERINDA
東大阪市 すなっく スマイル
東大阪市 カラオケ佐賀
東大阪市 Shot Bar Goo!
東大阪市 こなもん処花鳥
東大阪市 お好み焼一扇
東大阪市 居酒屋ヌーボ
東大阪市 喫茶・ラウンジ みさ
東大阪市 カラオケ舞
東大阪市 カラオケ喫茶サントス
東大阪市 炭酒食俺 清屋
東大阪市 ほっこり家
東大阪市 今福Style
東大阪市 BAR jasmine
東大阪市 中華そば丸昌
東大阪市 居酒屋ゆり
東大阪市 すいせん
東大阪市 七味
東大阪市 酒房寿司源之助
東大阪市 Music Bar WING
東大阪市 ROBATAえべっさん大黒天店
東大阪市 七福神 高井田店
東大阪市 くっちゃろ
東大阪市 カラオケ喫茶ハナミズキ
東大阪市 FEESIS CAFE
東大阪市 かき小屋 鳥羽水産
東大阪市 YAYOMI
東大阪市 お酒と歌と家庭料理の店 スナック ぴっといん
東大阪市 居酒屋さくら
東大阪市 喫茶スナックかせん
東大阪市 ヒザキ酒店
東大阪市 餃子専門店 味力亭 森河内
東大阪市 ラウンジ obji
東大阪市 カラオケ ロマン
東大阪市 スナックＬ－エル
東大阪市 大龍飯店
東大阪市 スナック都
東大阪市 居酒屋育
東大阪市 花まん
東大阪市 喫茶・スナック坂
東大阪市 玄品 長田
東大阪市 雫
東大阪市 ちょい呑ほっこり
東大阪市 瑞穂
東大阪市 炭火焼鳥Dining-NINE-
東大阪市 びすとろ
東大阪市 ゆるりと菜村さ来新石切駅前店
東大阪市 まねき
東大阪市 スナック Gun （グン）
東大阪市 BAR OJ
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東大阪市 カラオケ純
東大阪市 スナックpandora
東大阪市 Ｐ．Ｍ．９
東大阪市 Cher
東大阪市 なかい
東大阪市 toujours
東大阪市 手打うどん 八るき
東大阪市 みちくさ
東大阪市 居酒屋智
東大阪市 炉ばた ゆたか
東大阪市 粉物居酒屋Bagus
東大阪市 季節一品料理 大
東大阪市 Delhi Kitchen&Bar
東大阪市 昌
東大阪市 ギャランドゥ
東大阪市 ラーメン定食 きたうら
東大阪市 炭屋
東大阪市 居酒屋だいせん
東大阪市 フードバーてぃーの
東大阪市 カラオケフォーユー
東大阪市 味地歩心
東大阪市 あみん
東大阪市 すいーと
東大阪市 ちきちん
東大阪市 スナックどんぐりころころ
東大阪市 カラオケ リフレ
東大阪市 ９９９スリーナイン
東大阪市 はらみどころ笑顔のまんま
東大阪市 焼鳥 仁
東大阪市 ひょうたん
東大阪市 バー リバプール
東大阪市 焼肉酒場310
東大阪市 鳥長
東大阪市 Ｇ．１．
東大阪市 KARAOKE &COFFEE SISTER
東大阪市 CHINA 進
東大阪市 THE LIZARD
東大阪市 まぐろ
東大阪市 土佐旬菜万次郎
東大阪市 カラオケスタジオ 瀞
東大阪市 スナックあき
東大阪市 鉄板ｄｉｎｉｎｇ神咲
東大阪市 コリアン海鮮バル
東大阪市 カレーハウスCoCo壱番屋近鉄布施駅前店
東大阪市 中佐食堂
東大阪市 １８ｍ²
東大阪市 輝ヒカル
東大阪市 一竜
東大阪市 しゃぶしゃぶ・すき焼 もりた
東大阪市 Ｌｏｕｎｇｅ二星
東大阪市 三平のぶお
東大阪市 Squish Aria
東大阪市 インド・ネパール料理＆バー NEW MOTIMAHAL
東大阪市 スナック 千代
東大阪市 カラオケライブ 南上小阪店
東大阪市 ほろ酔い酒場ひびき
東大阪市 Green Smoothie × Bar
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東大阪市 荒鮮景 東大阪店
東大阪市 鳥炭火焼間(あいだ)
東大阪市 天竜ラーメン
東大阪市 スナックゆか
東大阪市 たこ秀
東大阪市 ちょい呑み なな
東大阪市 クレープPEPE
東大阪市 日本料理 山ぶき
東大阪市 フローレンス奈々
東大阪市 卵らん亭
東大阪市 きんぎょ
東大阪市 縁にち
東大阪市 BIG MAMA ビッグママ
東大阪市 串揚げ ふじ川
東大阪市 美食家 三四五
東大阪市 フランス料理パパノエル
東大阪市 たこ焼き酒場神楽
東大阪市 潮
東大阪市 有限会社ワゴンボーイ
東大阪市 shot bar PARCO 
東大阪市 カラオケ・スナック旬花
東大阪市 ＥＳＯＲＡ
東大阪市 ガ・ジュール
東大阪市 Qoo
東大阪市 honey
東大阪市 カーネギー
東大阪市 焼肉カントリー
東大阪市 居酒屋 かんぱい
東大阪市 一蔵
東大阪市 大谷
東大阪市 American Diner Bamboo
東大阪市 立ち呑み まさ
東大阪市 串揚げ 串ぼうず
東大阪市 お食事処大坂屋
東大阪市 じゃんぼ總本店 河内小阪駅前店
東大阪市 りょっそん
東大阪市 焼とり こうちゃん
東大阪市 スナックペガサス
東大阪市 八剣伝大蓮店
東大阪市 てまり
東大阪市 月うさぎ
東大阪市 VOLAGE ヴォラージュ
東大阪市 居酒屋穂波
東大阪市 Emblem
東大阪市 きむら寿し
東大阪市 たこ焼王
東大阪市 まーじゃん ピース
東大阪市 なんくる
東大阪市 KANPOS
東大阪市 たこ焼き居酒屋 ぎょぎょ
東大阪市 居酒屋えりちゃん
東大阪市 あかれもん
東大阪市 Dining居酒屋 BIG ThuMb
東大阪市 串かつわらべ
東大阪市 noA
東大阪市 お肉やさんのバル nusa
東大阪市 ちゅうか屋恵楽
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東大阪市 お好み焼き やまもと
東大阪市 立ち呑み処うえやま
東大阪市 居酒屋らふ
東大阪市 立呑処ひろや
東大阪市 bar BK
東大阪市 白馬童子 高井田店
東大阪市 ラウンジロイヤル
泉南市 たこ焼き屋 じょお 泉南店
泉南市 居酒屋 まる忠
泉南市 季節料理 千そう
泉南市 田舎料理 富美
泉南市 和
泉南市 酒処やぐら
泉南市 ピアス
泉南市 カサブランカ
泉南市 おうちカフェ あさすみ
泉南市 有限会社美鈴
泉南市 旬彩Diningこころ
泉南市 とり一
四條畷市 来来軒 四條畷店
四條畷市 カラオケ喫茶 カーム
四條畷市 一品料理 たいら
四條畷市 ちきん亭
四條畷市 居酒屋 はつみ
四條畷市 さんちゃん
四條畷市 寿司屋 うを清
四條畷市 花宵
四條畷市 喰甲斐
四條畷市 soul kitchen
四條畷市 旬菜 おいでませ
四條畷市 ANG
四條畷市 カラオケスタジオM
四條畷市 アヌラジャ
四條畷市 スナック7なな
四條畷市 茶屋宿 伊勢屋（I.B GRILL）
四條畷市 畷黒
四條畷市 あぐ楽
交野市 鉄板焼きよっちゃん
交野市 いごっそう
交野市 炭火焼鳥 もくもく
交野市 ダイニング Miku
交野市 芦田酒店 酒楽一献
交野市 牛銀さすけ交野駅前店
交野市 焼き鳥 大鳥
交野市 焼肉 宝殿
交野市 八金亭
交野市 インド料理 Kiran
大阪狭山市 カジュアルフレンチ ダルシ
大阪狭山市 旬菜酒場 鉄板焼き しげの亭
大阪狭山市 ミュージックスタジオ1.2.3
大阪狭山市 カラオケスタジオ 都呂々
大阪狭山市 チャイニーズレストラン コタン
大阪狭山市 カラオケかえる
大阪狭山市 じゃんぼ總本店 大阪狭山市駅前店
大阪狭山市 和牛 焼肉さくら
大阪狭山市 のみ処くい処琴彩狭山店
大阪狭山市 のみ処くい処琴彩狭山西店
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大阪狭山市 お好み焼きジャンボ
大阪狭山市 華恋
大阪狭山市 カラオケ波
大阪狭山市 懐石料理加賀
大阪狭山市 ドルチェ
大阪狭山市 お好み焼 樹菜
大阪狭山市 中華料理 清流
大阪狭山市 和食居酒屋おか
大阪狭山市 鶏酒彩匠
阪南市 はな
阪南市 たこ安
阪南市 スナック緑の館
阪南市 Dining YaNaGi
阪南市 やきとりＢＡＲ 弁慶
阪南市 かづやん
阪南市 ここ家
阪南市 スナック三代
阪南市 YAKITORI Kouto House 鳥取店
阪南市 BARアジトkTテクニカル
阪南市 割烹いとう
阪南市 元気家
阪南市 さりぃ
阪南市 やさぐれ亭
阪南市 たこ焼き NAKAYOSHI
島本町 鮮酔丸
島本町 スキレットバルcon brio
島本町 ライフ
島本町 鶏焼肉HOME
島本町 リストランテコンテ
能勢町 和風スナック一千鶴
忠岡町 たくみ
忠岡町 カラオケ秀ちゃん
忠岡町 若松食堂
忠岡町 あそこ
忠岡町 杉本商店
忠岡町 たますし
忠岡町 七五三屋
忠岡町 カラオケ とき
忠岡町 KARAONE 成
熊取町 jijibaba
熊取町 食堂 あらまつ
熊取町 マルモ
熊取町 居酒屋ひまわり
熊取町 餃子工房うまる
熊取町 どんたく屋 熊取店
熊取町 スナックゆう
熊取町 カラオケ居酒屋 純
熊取町 お好み焼 愛ちゃん
熊取町 お好み焼コナヤ
熊取町 Acoustic Live Cafe Bar 小春
熊取町 焼肉店 鞍馬
田尻町 スローダンサー 
田尻町 カラオケ絆
田尻町 Barふりーすたいる
田尻町 カラオケ喫茶・一品 はぴねす
岬町 喫茶サンリーベ
岬町 美食酒家 HiroYAN
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岬町 居酒屋 心
岬町 コロポックル
岬町 カラオケカフェハレルヤ
太子町 カラオケ・スナック・リサ
太子町 懐食 吉田
太子町 マーガレット
河南町 レストラン＆カフェ 愚留芽
河南町 そば工房けんぞう
河南町 らーめん帝軒
河南町 カラオケ・キッチン リアン
千早赤阪村 カラオケ＆カフェ なごみ
千早赤阪村 ＦＵＳＩＯＮＣＡＦＥ
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