
市町村名 施設名称

大阪市都島区 cafe&bar Moco
大阪市都島区 赤から京橋駅前店
大阪市都島区 大阪焼肉・ホルモン ふたご 京橋店
大阪市都島区 ミスタードーナツ都島ショップ
大阪市都島区 京橋ベース・サンリンズ
大阪市都島区 京橋うどん
大阪市福島区 海鮮酒場はたはた
大阪市福島区 ホルモン酒場肉どうし福島店
大阪市福島区 福島安兵衛
大阪市福島区 ｖｉｎｏｌｏｃｏ
大阪市福島区 銀や福島店
大阪市福島区 ぐるぐるねぎま
大阪市福島区 中華そばムタヒロ福島店
大阪市福島区 ふくみ屋 宅配センター
大阪市福島区 吾作亭 福島駅前店
大阪市福島区 KOUKAスタジオ
大阪市福島区 蒸っ酒ぽっぽ
大阪市福島区 宴会主厨房
大阪市福島区 焼とり居酒屋吉鳥 野田阪神店
大阪市福島区 大衆酒場うおまるスタンド 新福島店
大阪市此花区 ヘッド＆コッコ
大阪市此花区 あべのたこやきやまちゃんユニバーサル店
大阪市此花区 ノートルダム大阪ONE
大阪市此花区 玉屋 ユニバーサル・シティウォーク店
大阪市西区 GTO
大阪市西区 セントグレース ヴィラ／ヴィラ・プリマヴェラ
大阪市西区 テキサスキングステーキイオンモール大阪ドームシティ店
大阪市西区 iuen
大阪市西区 ディッパーダン イオンモール大阪ドームシティ店
大阪市西区 九条アジヨシ
大阪市西区 たこ焼とおでん 石橋
大阪市西区 蛸焼とおでん クレ
大阪市西区 料亭 睦
大阪市西区 料亭 にじ
大阪市西区 精肉工房ふじ
大阪市西区 うまいもんや心
大阪市西区 カラオケサウンドスタイル九条店
大阪市西区 SEVEN BAR
大阪市港区 NEPAL HOUSE
大阪市港区 トンカツ弁当 弁天
大阪市天王寺区 べこ吉 天王寺店
大阪市天王寺区 小川亭とらちゃん上六店
大阪市天王寺区 フードやまもと
大阪市天王寺区 あべとん
大阪市天王寺区 明石焼き蛸八
大阪市天王寺区 料亭 天繁
大阪市天王寺区 ROOM
大阪市浪速区 餃子の王将堺筋でんでんタウン店
大阪市浪速区 串カツてんぐ

新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けた
ご協力のお申し出ありがとうございました。

※この一覧は、お申し出いただいた皆様であり、支給が決定された一覧ではありませんのでご留意ください。
                  （この一覧の情報は、申請書の記載内容に基づいています。）                   【順不同】

ご協力のお申し出をいただきました施設の一覧（令和4年3月23日公表分）
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大阪市浪速区 昭和ロマンス酒場難波中店
大阪市浪速区 ゴーストキッチン
大阪市浪速区 ピアケアスマイル
大阪市浪速区 レッドレッド
大阪市浪速区 浪速鶏排堂
大阪市浪速区 志純
大阪市東淀川区 Queen'ｓ
大阪市東淀川区 隠れ場キッチンGAO
大阪市東淀川区 #million
大阪市東淀川区 BAR MIDNIGHT-R3
大阪市東淀川区 ライス&リカー本店
大阪市東淀川区 ラーメン荘歴史を刻め
大阪市東淀川区 海鮮屋台おくまん淡路店
大阪市東成区 インドレストラン ブッダガヤ
大阪市東成区 遊
大阪市生野区 つるはしキッチン
大阪市生野区 炭火焼肉カフェ やまもとや
大阪市生野区 てっぱん
大阪市生野区 Ｇ＆Ｃ
大阪市生野区 とらちゃん
大阪市生野区 猫カフェ アフロディーテ
大阪市生野区 女神のなおりあひ
大阪市生野区 MOUNTAIN
大阪市生野区 じゃんぼ總本店 小路駅前店
大阪市生野区 S cafe +bar
大阪市生野区 インドレストラン ブッダガヤ 今里店
大阪市旭区 八尾善商店
大阪市旭区 焼鳥酒場はる
大阪市旭区 じゃんぼ總本店 赤川3丁目店
大阪市旭区 くらちゃん
大阪市城東区 お好み焼 扇
大阪市城東区 焼肉ホルモンたけ田 蒲生四丁目店
大阪市阿倍野区 Bleah.
大阪市阿倍野区 回転寿司がんこあべのハルカス店
大阪市阿倍野区 テーブルオーダーバイキング焼肉王道familiar あべのキューズモール店
大阪市阿倍野区 オルフェ
大阪市阿倍野区 KONE
大阪市阿倍野区 ビーンズ
大阪市東住吉区 焼とり居酒屋吉 鳥駒川駅前店
大阪市西成区 かめ家
大阪市西成区 モグハウス
大阪市西成区 Milky Way
大阪市西成区 居酒屋 花・花
大阪市西成区 活けふぐ料理たてもと
大阪市西成区 ランチェレストラン
大阪市西成区 咲
大阪市淀川区 MAISON
大阪市淀川区 海鮮回転寿司がんこ新大阪エキマルシェ店
大阪市淀川区 フレッシュネスバーガーエキマルシェ新大阪ソトエ店
大阪市淀川区 GOC HA NOI
大阪市淀川区 肉匠 牛虎 西中島店
大阪市淀川区 昭和大衆ホルモン 十三店
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大阪市淀川区 くそオヤジ最後のひとふり
大阪市淀川区 魚がし日本一 エキマルシェ新大阪ソトエ店
大阪市鶴見区 ディッパーダン イオン鶴見緑地店
大阪市鶴見区 銀や今福鶴見店
大阪市鶴見区 CLAY LOUNGE
大阪市住之江区 活魚料理 広海
大阪市住之江区 アートグレイス ウエディングコースト／ヴェネツィア
大阪市住之江区 アートグレイス ウエディングコースト／オックスフォード
大阪市住之江区 アートグレイス ウエディングコースト／ニース
大阪市住之江区 テーブルオーダーバイキング 焼肉 王道 住之江店
大阪市住之江区 Black Berry
大阪市住之江区 麻雀ぼくがんばる
大阪市平野区 凛
大阪市平野区 ４．５Bar
大阪市平野区 松乃家給食
大阪市平野区 こてつ
大阪市北区 つけめん越木岩
大阪市北区 ＳＱＵＡＲＥ ＥＮＩＸ ＣＡＦＥ Ｏｓａｋａ
大阪市北区 タイ屋台９９９梅田店
大阪市北区 酒場リベリー スシる。
大阪市北区 鍋キング 北新地店
大阪市北区 シュエット
大阪市北区 GRANDE POLAIRE WINEBAR OSAKA（グランポレール ワインバー オーサカ）
大阪市北区 YEBISU BAR ホワイティうめだ店
大阪市北区 更斬
大阪市北区 おBARんざいguuuuu
大阪市北区 EMISKITCHEN
大阪市北区 立ち寿司 まぐろ一徹 天六店
大阪市北区 鮨 みや藤 天満店
大阪市北区 お魚ときどきお肉梅田店
大阪市北区 グランディール ホワイティ梅田店
大阪市北区 博多もつ鍋おおやま大阪駅店
大阪市北区 Bar N
大阪市北区 GRAND e MAISON
大阪市北区 Trinity
大阪市北区 Ｗ．ＳＥＴ
大阪市北区 アラン
大阪市北区 IndianReataurantGautama
大阪市北区 回転寿司がんこ エキマルシェ大阪店
大阪市北区 ドトールコーヒーショップディアモール店
大阪市北区 中之島てっぱんさん。
大阪市北区 necessary北新地
大阪市北区 あぶりや阪急梅田店
大阪市北区 GROUNDZERO
大阪市北区 幸梅
大阪市北区 チキチキチキンお初天神店
大阪市北区 ゆずの庭梅田店
大阪市北区 鳥二郎お初天神店
大阪市北区 あべのたこやきやまちゃんルクア店
大阪市北区 大阪焼肉・ホルモン ふたご 天満店
大阪市北区 GRILL HIRO
大阪市北区 大衆酒場 ながはま
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大阪市北区 龍の巣 梅田ハナレ
大阪市北区 すき家 曽根崎東店
大阪市北区 スターバックスコーヒー TSUTAYA 梅田 MeRISE店
大阪市北区 ＢＡＲ ＡＢＣ
大阪市北区 ポンテリカ
大阪市北区 名桜
大阪市北区 Pumpkin Rocks
大阪市北区 BAR AND SPACE
大阪市北区 ＢＡＲ 松
大阪市北区 安庵
大阪市北区 焼きいも☆スター 太融寺店
大阪市北区 China Dining 迦羅求羅
大阪市北区 NORTH VILLAGE梅田2号店
大阪市北区 ブーニャブーニャ
大阪市北区 洋食倶楽部ｅｎ
大阪市北区 une petite Pause
大阪市北区 北クラブ
大阪市北区 SHIFT
大阪市北区 立ち呑み 屯舎
大阪市北区 中華食堂十八番本店
大阪市北区 葵
大阪市北区 かどのや
大阪市北区 小麦生まれ、麺育ち。
大阪市北区 vividcrew madame 2nd virgin はなれ
大阪市北区 若どり屋天満
大阪市北区 ＦＥＳ（フェス）
大阪市北区 Cafe de Campagne
大阪市北区 PANINO
大阪市北区 ロクバン
大阪市北区 鮨のぐち
大阪市北区 鮨 八仙
大阪市北区 寿司屋まつい
大阪市北区 食堂たのし
大阪市北区 世界一暇なラーメン屋
大阪市北区 美味旬菜 天ぷら吉
大阪市北区 日本料理 大阪 浮橋／なにわ食彩 しずく
大阪市北区 備長串屋わたる 西梅田店
大阪市北区 備長串屋わたる 天満店
大阪市北区 炭火串焼 らいず お初天神店
大阪市北区 カラオケスタジオブギ
大阪市北区 じゃんぼ總本店 西天満店
大阪市北区 ＲＡＬＰＨ ＧＲＡＮＴⅡ
大阪市北区 彩華
大阪市北区 パシオンエナチュール 大阪
大阪市北区 CAMP de BBQ
大阪市北区 カラワン
大阪市中央区 時代屋
大阪市中央区 ホルモン処こころちゃん
大阪市中央区 ALI
大阪市中央区 魚屋ひでぞう 立ち呑み店
大阪市中央区 タンバム
大阪市中央区 大阪グランベルホテル ２０Ｆ ルーフトップバー
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大阪市中央区 暢
大阪市中央区 和カフェ OSAKA ～粋～
大阪市中央区 ロゼッタ ロゼッタ
大阪市中央区 大阪 骨里香
大阪市中央区 楓難波店
大阪市中央区 SecondNuts
大阪市中央区 Ivre
大阪市中央区 Bar高岡
大阪市中央区 ホテルロイヤルクラシック大阪 ２Fレストラン ユラユラ
大阪市中央区 島町WINE STAND
大阪市中央区 青空blue大丸心斎橋店
大阪市中央区 YEBISU BAR The Grill なんばCITY店
大阪市中央区 快楽天
大阪市中央区 地下一階
大阪市中央区 マジックバーIDEAL
大阪市中央区 CAFFE CIAO PRESSO×PIZZA CONA難波駅店
大阪市中央区 大阪水上バス株式会社 なにわ３号 船内売店
大阪市中央区 BLUE BLOOD
大阪市中央区 ＭＥＭＢＥＲ'Ｓおにばば
大阪市中央区 Mbar
大阪市中央区 ホテルニューオータニ大阪 鳳凰1
大阪市中央区 ホテルニューオータニ大阪 鳳凰2
大阪市中央区 ホテルニューオータニ大阪 鳳凰3
大阪市中央区 ホテルニューオータニ大阪 鳳凰S
大阪市中央区 ホテルニューオータニ大阪 サンセット
大阪市中央区 日本橋Bucks
大阪市中央区 風の杜 道頓堀
大阪市中央区 BarたぁーさんTV
大阪市中央区 Bar Lounge FAIRY -心斎橋店-
大阪市中央区 大阪水上バス株式会社 なにわ５号 船内売店
大阪市中央区 under ground
大阪市中央区 韓国料理bibim心斎橋OPA店
大阪市中央区 昭和大衆ホルモン 道頓堀店
大阪市中央区 蓮
大阪市中央区 ディッパーダン 心斎橋オーパ店
大阪市中央区 大阪城本陣
大阪市中央区 鳥二郎道頓堀店
大阪市中央区 うなぎのじょん
大阪市中央区 PLANET
大阪市中央区 天ぷら ぶん金
大阪市中央区 大阪焼肉・ホルモン ふたご 心斎橋店
大阪市中央区 新世界 串カツ 名店 小鉄 千日前店
大阪市中央区 レックスインなんば さくら
大阪市中央区 艶家麻辣拌
大阪市中央区 七津屋
大阪市中央区 utage dotonbori
大阪市中央区 おさかなプラス
大阪市中央区 ほろ酔い酒barマーミン家
大阪市中央区 焼肉とオモニ料理 千日前 李休
大阪市中央区 七輪焼鳥バル Funky Junk Full Chicken 裏難波店
大阪市中央区 肉匠牛虎 堺筋本町店
大阪市中央区 善
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大阪市中央区 Bar COWCOW
大阪市中央区 大阪迎賓館
大阪市中央区 昭和大衆ホルモン 千日前店
大阪市中央区 昭和大衆ホルモン 宗右衛門町店
大阪市中央区 SavePoint
大阪市中央区 レモホル酒場心斎橋店
大阪市中央区 プロント安土町店
大阪市中央区 Members101
大阪市中央区 ジュライ
大阪市中央区 和食しゃぶ舞
大阪市中央区 GIRAFFE JAPAN
大阪市中央区 W Osaka Teppanyaki MYDO (1F Teppan)
大阪市中央区 W Osaka Sushi UKIYO (3F Sushi)
大阪市中央区 W Osaka Living Room (3F Living Room)
大阪市中央区 ハツネ倶楽部Ⅱ
大阪市中央区 社交BARロマンチカ
大阪市中央区 CharMagic
大阪市中央区 どりぱす
大阪市中央区 NEXT96
大阪市中央区 松岡
大阪市中央区 海鮮屋台おくまん谷六店
大阪市中央区 とりだん本町店
大阪市中央区 地鶏専門たか鳥 心斎橋店
大阪市中央区 LeCinqueKitahama
大阪市中央区 四川伝統火鍋 蜀漢 心斎橋店
大阪市中央区 PUREosaka
大阪市中央区 THESECRETTAVERNアジト×365
大阪市中央区 CLUB ENDLESS
大阪市中央区 Summer
大阪市中央区 大阪キャッスルホテル 宴会場
大阪市中央区 The Cole Bar
大阪市中央区 レストラン マキュア
堺市堺区 ＬＩＶＥ ＨＯＵＳＥ 堺Ｔｉｃｋ－Ｔｕｃｋ
堺市堺区 深夜焼肉わじま
堺市堺区 どんがめ堺東店
堺市堺区 ディッパーダン イオンモール堺鉄砲町店
堺市堺区 ミスタードーナツ ベルマージュ堺ショップ
堺市堺区 Cafe RINKA
堺市堺区 じゃんぼ總本店 堺東店
堺市堺区 居酒屋義経
堺市中区 Grace
堺市中区 中国家庭料理深井飯店
堺市中区 INDEEP
堺市中区 カラオケクラブダム スマイル深井店
堺市東区 仁奈c2
堺市東区 マクドナルド 北野田駅東口店
堺市東区 のりちゃん
堺市西区 居酒屋増田 増田 富夫
堺市西区 ＲＥＤ７
堺市西区 躍る鉄板酒場まるた
堺市北区 ディッパーダン イオン堺北花田店
堺市北区 コート・ダジュール堺百舌鳥店
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堺市北区 ラーメン荘歴史を刻めなかもず
岸和田市 snackリン
岸和田市 いれぶんソフト
岸和田市 炭焼き鳥楽渡
岸和田市 モスバーガー岸和田下松店
岸和田市 小山梅花堂
岸和田市 居酒屋 ほまれ
豊中市 くるみ
豊中市 ヒカリ珈琲
豊中市 南ばん亭
豊中市 和創作 がく
豊中市 八剣伝蛍池駅前店
豊中市 銀や豊中店
豊中市 集
豊中市 2nd HOME たまご
豊中市 Music Bar ぼいす
豊中市 アモーレ
池田市 鮨くおっか
池田市 SWEET DEVIL
吹田市 GB's CAFE AREA1
吹田市 ディッパーダン イオン吹田店
吹田市 鶏ｉｓｍ
吹田市 一
吹田市 海のYeah
吹田市 炭火焼鳥鳥作
吹田市 LIVE  BAR ケセラ
吹田市 お肉とチーズ好きの酒場ランバリオン
泉大津市 ジョワイユ
高槻市 松坂屋高槻店屋上ビアガーデン
高槻市 botanical works
高槻市 ファニービー高槻店
高槻市 原価ビストロチーズプラス高槻
守口市 ディッパーダン イオンスタイル大日店
守口市 トリミングカフェ ココ＆ソラ
守口市 セーヌ
守口市 ミュージックカフェ華
守口市 居酒屋風 スナック スワニー
枚方市 Pucci
茨木市 じゃんぼ總本店 阪急茨木店
茨木市 PAC
茨木市 和食 とろ麦 ロサヴィア茨木店
八尾市 カラオケふたたび
八尾市 鳥貴族近鉄山本店
八尾市 麺場 田所商店 八尾店
八尾市 マール
八尾市 ベトナム料理店 いっちゃん
八尾市 三田製麺所アリオ八尾店
八尾市 月のあかり
八尾市 スナックSKY
八尾市 けんちゃんち
泉佐野市 マクドナルド りんくうシークル店
泉佐野市 ディッパーダン 泉佐野店
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泉佐野市 りんくうワールドグルメジャンクション アンドゥ・パントン
泉佐野市 りんくうワールドグルメジャンクション なにわ大入(猫屋)
泉佐野市 bar 絆
寝屋川市 スナック姫香
寝屋川市 カラオケスナック さくら
河内長野市 居酒屋 まさやん
河内長野市 カラオケ扇
和泉市 リコッタ ららぽーと和泉
和泉市 韓国家庭料理おんま
箕面市 ともしび
箕面市 七福堂本舗
箕面市 焼肉牛楽 箕面店
箕面市 ＴＨＥ ＳＡＮＦＥＬＩＣＥ
門真市 朋丸
門真市 カラオケＤＵＸ門真店
門真市 二号店
摂津市 Link...Cafe
高石市 インド料理レストラン RAM
藤井寺市 あうん
藤井寺市 焼鳥BLACK
藤井寺市 喫茶壱番
東大阪市 本格中華惣菜熊猫ぱんだ
東大阪市 グランピングファーム
東大阪市 麺霞
東大阪市 カレーハウスCoCo壱番屋 河内小阪駅店
東大阪市 カラオケ １１・１１
東大阪市 秋桜
東大阪市 七輪焼肉安安布施店
東大阪市 MOUNTAIN
泉南市 カラオケバロータ
阪南市 たまごのたまこ
阪南市 カラオケ151いこい
熊取町 彦治郎 
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