
市町村名 施設名称

大阪市都島区 Bar あたい
大阪市都島区 古潭京橋コムズ店
大阪市都島区 大衆酒場あげもんや都島店
大阪市都島区 ＡＰＩＺＺＡ京橋店
大阪市都島区 ドトールコーヒーショップ京橋駅北口店
大阪市都島区 炭火焼鳥とりだん京橋店
大阪市都島区 京橋ベース・サンリンズ
大阪市都島区 板前焼肉一斗 京橋店
大阪市都島区 鶴丸製麺ベルファ都島店
大阪市都島区 中央市場ゑんどう  京橋店
大阪市都島区 ガスト毛馬店
大阪市都島区 カメちゃん 京橋店
大阪市都島区 ジラフ京橋浪漫東口店
大阪市都島区 トラジャコーヒー 京阪モール店
大阪市都島区 カラオケシャトー うたっちゃえ
大阪市都島区 焼肉レストラン松井
大阪市都島区 目利きの銀次京橋北口駅前店
大阪市都島区 忘我京橋店
大阪市都島区 うなぎ串料理う頂天
大阪市都島区 カラオケルームうたばか
大阪市都島区 心斎橋ミツヤ 京阪モール店
大阪市都島区 志なのすけ京橋店
大阪市都島区 宮崎県日向市 塚田農場 京橋店
大阪市都島区 大同門 京橋店
大阪市都島区 旬楽ごはん和和
大阪市都島区 新福菜館京橋店
大阪市都島区 くずし肉割烹とろにく
大阪市都島区 栄鮓・庄屋はん 京橋店
大阪市都島区 喫茶スワン京橋店
大阪市都島区 韓国食堂 ココ
大阪市都島区 しあわせ料理 萬てん
大阪市福島区 木古里
大阪市福島区 生ハムとイタメシ８６ストア
大阪市福島区 福島壱麺ラーメン時々日本酒
大阪市福島区 ほしぼし
大阪市福島区 まるカフェキッチン１号
大阪市福島区 まるカフェキッチン２号
大阪市福島区 松屋大阪野田店
大阪市福島区 やきとりまさや 福島店
大阪市福島区 宴会コール
大阪市福島区 野菜肉巻き串 ぐるり
大阪市福島区 ふくみ屋 宅配センター
大阪市福島区 dapaidang105福島
大阪市福島区 カバレロ
大阪市福島区 Juturna
大阪市福島区 香虎
大阪市福島区 天下一品 福島店
大阪市福島区 天下一品 野田阪神店
大阪市福島区 ケンタッキー・フライド・チキン野田阪神店

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

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

ご協力のお申し出をいただきました施設の一覧（令和4年3月22日公表分）
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大阪市福島区 福島 あじ平
大阪市福島区 吾作亭福島駅前店
大阪市福島区 K-style
大阪市福島区 闘鶏 福島店
大阪市福島区 メゾンチャイナウメモト
大阪市福島区 街かど屋福島店
大阪市福島区 鉄板肉酒場 LOVE&29 福島店
大阪市福島区 フレンチレストランEvoluer 
大阪市福島区 炭火とワイン 福島店
大阪市福島区 ねた市 福島店
大阪市福島区 黒毛和牛焼肉一 野田阪神店
大阪市福島区 炭火と酒とげんげん
大阪市福島区 焼肉海老洲
大阪市福島区 BANDA
大阪市福島区 鳥貴族 福島店
大阪市福島区 Bar&Dining HIMAWARI 
大阪市福島区 大和水産福島店
大阪市福島区 イタリア食堂 TAVERNA PORCINI
大阪市福島区 居酒屋 ヒンナ
大阪市此花区 アメリカ村甲賀流 ユニバ－サル.シティ.ウォ－ク大阪
大阪市此花区 ハラミ家こっくん
大阪市此花区 しのぶ庵ユニバーサルシティウォーク店
大阪市此花区 ババガンプシュリンプ大阪店
大阪市此花区 湯上り茶屋一休
大阪市此花区 伍炉裏
大阪市此花区 山内農場西九条西口駅前店
大阪市此花区 ウルフギャング・パック ピッツアバー
大阪市此花区 ホテルユニバーサルポート／リコリコ
大阪市此花区 ちろのカフェ
大阪市此花区 一品料理 わくら
大阪市此花区 西九条酒場 情熱ホルモン
大阪市此花区 ポムの樹 ユニバーサルシティウォーク店
大阪市此花区 わさびの花
大阪市西区 スモーク・グリム
大阪市西区 ソマリ
大阪市西区 伊賀肉料理 半蔵
大阪市西区 ロイヤルホストあみだ池店
大阪市西区 カウボーイ家族大阪ドームシティ店
大阪市西区 HAJIME
大阪市西区 松屋九条店
大阪市西区 杏厨キッチン 新町店
大阪市西区 鳥貴族 四ツ橋店
大阪市西区 ハングル
大阪市西区 すき家 立売堀二丁目店
大阪市西区 サイゼリヤフォレオ大阪ドームシティ店
大阪市西区 やよい軒 阿波座店
大阪市西区 美肴＆美酒 むらさき
大阪市西区 星乃珈琲店四ツ橋店
大阪市西区 一風堂 堀江店
大阪市西区 おらが蕎麦
大阪市西区 ローストビーフ神戸
大阪市西区 BURGERLION-UTSUBO A GOGO-
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大阪市西区 焼鳥と麹 一石五鳥 肥後橋店
大阪市西区 もりもり寿しイオンモール大阪ドームシティ店
大阪市西区 居酒屋藍
大阪市西区 餃子の王将 大阪九条店
大阪市西区 バンバン
大阪市西区 焼肉ここから 靭公園店
大阪市西区 Cafe ABSINTHE
大阪市西区 コメダ珈琲四ツ橋新町店
大阪市西区 ハングリータイガー大阪
大阪市西区 黒毛和牛焼肉一 九条店
大阪市西区 CAFE CHARBON
大阪市西区 料亭 睦
大阪市西区 料亭 にじ
大阪市西区 中華食堂 チリレンゲ
大阪市西区 ARITA立売堀店
大阪市西区 焼肉牛魔 四ツ橋店
大阪市西区 八百屋とごはんうらや 西本町店
大阪市西区 八百屋とごはん しみず
大阪市西区 THE CALENDAR(カレンダー) 本店
大阪市西区 よりみち酒場ちょこっと
大阪市港区 Step Up English
大阪市港区 ロイヤルホスト朝潮橋店
大阪市港区 餃子の王将 弁天町市岡店
大阪市港区 焼肉まえだ
大阪市港区 あぶり屋まんま
大阪市港区 丼丼亭天保山ハーバービレッジ２F店
大阪市港区 手打ち一筋うどんきんぼし
大阪市港区 ホルモン館
大阪市港区 鳥貴族天保山店
大阪市港区 かつ庵 天保山マーケットプレース店
大阪市港区 Pokhara Pacific Restaurant
大阪市港区 居酒屋とも
大阪市大正区 沖縄料理（いっちゃん）
大阪市大正区 明美
大阪市大正区 居酒屋 ゆるっと
大阪市大正区 三徳庵大正店
大阪市大正区 "じゅうじゅう本舗 焼きんしゃい 大正店"
大阪市大正区 大桝屋
大阪市大正区 焼肉五苑 大正店
大阪市大正区 肉欲パープル
大阪市大正区 THE MARKET Sour Lab.
大阪市大正区 鳥貴族 大正駅前店
大阪市大正区 カレーハウスCoCo壱番屋 大正区三軒家店
大阪市天王寺区 CAFE.REST. 風の物語
大阪市天王寺区 こま源天王寺店
大阪市天王寺区 くら寿司上本町店
大阪市天王寺区 Ｍｕｕ Ｍｕｕ Ｄｉｎｅｒ
大阪市天王寺区 古潭あべちか店
大阪市天王寺区 三宝庵 上本町ＹＵＦＵＲＡ店
大阪市天王寺区 牛一 新館
大阪市天王寺区 すし丈
大阪市天王寺区 デニーズ天王寺店
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大阪市天王寺区 松屋谷町九丁目店
大阪市天王寺区 浪花ホルモン李朝園上本町店
大阪市天王寺区 お好み焼 あじくらや
大阪市天王寺区 純華楼 上本町店
大阪市天王寺区 炭火ホルモンそがん上本町店
大阪市天王寺区 四川
大阪市天王寺区 鶴橋風月 本店
大阪市天王寺区 カルムカフェカバリエ
大阪市天王寺区 TRATTORIA il Campo da SHIGE
大阪市天王寺区 つけめんTETSU 阪急三番街店
大阪市天王寺区 赤白 天王寺ミオプラザ館店
大阪市天王寺区 三松
大阪市天王寺区 コリアンダイニング李朝園上本町店
大阪市天王寺区 カフェ英國屋上本町近鉄Ｂ１店
大阪市天王寺区 天下一品 天王寺駅北口店
大阪市天王寺区 京月 天王寺店
大阪市天王寺区 季節料理 天田
大阪市天王寺区 ジャンボカラオケ広場 上本町駅前店
大阪市天王寺区 ソラーレ・ドーノ
大阪市天王寺区 ドトールコーヒーショップ天王寺北口店
大阪市天王寺区 ドトールコーヒーショップ寺田町駅北口店
大阪市天王寺区 麺家鶴橋
大阪市天王寺区 卵と私天王寺ミオ店
大阪市天王寺区 牛たん焼き仙台辺見阿倍野地下街店
大阪市天王寺区 花うさぎ
大阪市天王寺区 ケンタッキー・フライド・チキン上本町店
大阪市天王寺区 パセラリゾーツ天王寺店
大阪市天王寺区 冨士屋 あべちか店
大阪市天王寺区 膳や あべちか店
大阪市天王寺区 スナック梨花
大阪市天王寺区 つきひ天王寺店
大阪市天王寺区 こがんこあべちか店
大阪市天王寺区 モスバーガーあべちか店
大阪市天王寺区 うをさ
大阪市天王寺区 びっくりドンキー 天王寺店
大阪市天王寺区 贔屓屋 天王寺ＭＩＯ店
大阪市天王寺区 ジャンボカラオケ広場 玉造駅前店
大阪市天王寺区 心斎橋ミツヤ アベノ店
大阪市天王寺区 大和焼肉やまとく
大阪市天王寺区 串の坊 天王寺ミオ店
大阪市天王寺区 焼肉ここから 玉造店
大阪市天王寺区 焼ふぐ夢鉄砲上本町本店
大阪市天王寺区 お家ごはん なごみの寿
大阪市天王寺区 白雲台鶴橋駅前店
大阪市天王寺区 BOONEYS
大阪市天王寺区 串カツまる
大阪市天王寺区 鮨こいき
大阪市天王寺区 チャイニーズダイニング蘭亭
大阪市天王寺区 祭太鼓 上本町店
大阪市天王寺区 焼肉鶴橋 別邸
大阪市天王寺区 玄三庵 天王寺ミオプラザ館店
大阪市天王寺区 豊満園
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大阪市浪速区 花粉製麺所
大阪市浪速区 松屋大国町店
大阪市浪速区 牛若丸
大阪市浪速区 大漁丼やえびす
大阪市浪速区 ゴーストキッチン
大阪市浪速区 TOTHEHERBSなんばパークス
大阪市浪速区 ジャンボカラオケ広場 なんさん通り店
大阪市浪速区 鶴橋風月 スパワールド店
大阪市浪速区 鳥貴族 桜川店
大阪市浪速区 松屋桜川店
大阪市浪速区 今日しかない なんば店
大阪市浪速区 やよい軒 難波元町店
大阪市浪速区 錦そば
大阪市浪速区 Dot オタロード店
大阪市浪速区 BAROQUE
大阪市浪速区 Trattoria LOGIC OSAKA
大阪市浪速区 ピッツェリアサンタアンジェロ
大阪市浪速区 dapaidang105なんばこめじるし店
大阪市浪速区 天下一品難波ウインズ前店
大阪市浪速区 道頓堀ＣＲＡＦＴＢＥＥＲ醸造所
大阪市浪速区 ペッパーランチ南海難波店
大阪市浪速区 浪速鶏排堂
大阪市浪速区 ニューダイトン
大阪市浪速区 いるり
大阪市浪速区 初代 エビス
大阪市浪速区 串かつじゃんじゃん新世界本店
大阪市浪速区 ぎふや本家
大阪市浪速区 味の大丸
大阪市浪速区 Bar ARCASA
大阪市浪速区 のんでよしたべてよしうまいもん誠三朗
大阪市浪速区 犇屋
大阪市浪速区 ＠ほぉ～むカフェ大阪本店
大阪市浪速区 ごはんどき新世界店
大阪市浪速区 炭火焼鳥 権兵衛 なんばパークス店
大阪市浪速区 桜川酒場 情熱ホルモン
大阪市浪速区 太平飯店
大阪市浪速区 煮干しらーめん玉五郎 難波店
大阪市浪速区 なんば南酒場 情熱ホルモン
大阪市浪速区 沖縄食堂ハイサイなんばこめじるし店
大阪市浪速区 肉処倉 なんばパークス店
大阪市浪速区 だるま 本店
大阪市浪速区 やまと屋 寿司１号店
大阪市浪速区 恵美須町酒場 情熱ホルモン
大阪市浪速区 八百屋とごはん うらや本店
大阪市浪速区 株式会社 やまと屋 ２号店
大阪市浪速区 鴻運中華料理
大阪市浪速区 カレーハウスCoCo壱番屋 浪速区大国町店
大阪市西淀川区 くら寿司御幣島店
大阪市西淀川区 すき家 西淀川大和田店
大阪市西淀川区 和食さと メラード大和田店
大阪市西淀川区 喫茶アポニー
大阪市西淀川区 ,,,ing
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大阪市西淀川区 生産者直売食堂 塚本
大阪市西淀川区 かんぱ
大阪市西淀川区 焼鳥のヒナタJR塚本駅前店
大阪市西淀川区 塚本肉焼屋
大阪市東淀川区 一ちゃん
大阪市東淀川区 麺や輝淡路店
大阪市東淀川区 ラーメン家あかぎ
大阪市東淀川区 松屋上新庄店
大阪市東淀川区 居酒ヤ 九州っ子
大阪市東淀川区 すき家 東淀川大桐店
大阪市東淀川区 カフェレストランローズガーデン
大阪市東淀川区 BAR MIDNIGHT-R3
大阪市東淀川区 カフェシルクロード
大阪市東淀川区 スナック アンコール
大阪市東淀川区 ライス&リカー本店
大阪市東淀川区 ジャンボカラオケ広場 上新庄駅前店
大阪市東淀川区 ブロンコビリー東淀川菅原店
大阪市東淀川区 串焼屋はりも
大阪市東淀川区 すき家 菅原店
大阪市東淀川区 讃岐製麺東淀川大桐店
大阪市東淀川区 白木屋上新庄南口駅前店
大阪市東淀川区 カラオケ喫茶り～な
大阪市東淀川区 CafePLUM
大阪市東淀川区 ミスタードーナツ上新庄駅前ショップ
大阪市東淀川区 Premium Cherish 瑞光駅前店
大阪市東淀川区 大河
大阪市東淀川区 大衆酒場ヒロタヤ３号
大阪市東淀川区 ステーキリバーベ 上新庄店
大阪市東淀川区 焼鳥ぴーすけ
大阪市東成区 くら寿司今里店
大阪市東成区 松屋深江橋店
大阪市東成区 すき家 内環状新深江店
大阪市東成区 じゅうじゅうカルビ深江橋店
大阪市東成区 ジャンボカラオケ広場 鶴橋駅前店
大阪市東成区 讃岐製麺深江橋店
大阪市東成区 ＹＡＭＡＭＯＮ
大阪市東成区 KICKS GRILLED SANDWICH STUDIO
大阪市東成区 カラオケ 喫茶 ロワール
大阪市東成区 鶴橋酒場 情熱ホルモン
大阪市東成区 たこ焼きバルLuLu
大阪市東成区 遊燈処 居心家
大阪市東成区 IMAZATOひでぞう
大阪市東成区 kーチキン
大阪市生野区 Jelly fish
大阪市生野区 永洞屋
大阪市生野区 なか卯 南巽店
大阪市生野区 てっぱん
大阪市生野区 ひとり焼肉One
大阪市生野区 カラオケステージ秋桜
大阪市生野区 嗨食館
大阪市生野区 サイゼリヤ北巽店
大阪市生野区 コリアンダイニング李朝園生野店
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大阪市生野区 コリアンダイニング李朝園鶴橋店
大阪市生野区 あじ平
大阪市生野区 和食さと 勝山店
大阪市生野区 焼肉ライク 近鉄鶴橋駅店
大阪市生野区 からやま生野小路店
大阪市生野区 カラオケスタジオ ミルクハウス
大阪市生野区 IMAZATO QUAN
大阪市生野区 天龍堂丸福
大阪市生野区 呑み処 飲べ処 新きみ乃
大阪市生野区 焼鳥居酒屋 鳥工房 寺田町店
大阪市生野区 炭火焼肉炫屋
大阪市生野区 倉式珈琲店 生野たつみ店
大阪市生野区 紫金城
大阪市生野区 中華料理 山水
大阪市生野区 炭火焼肉カフェ やまもとや
大阪市生野区 ぼくのアイストーリー
大阪市旭区 インド・タイ料理 さくら
大阪市旭区 松屋千林大宮店
大阪市旭区 鳥貴族千林大宮店
大阪市旭区 オニクビヨリ
大阪市旭区 ケンタッキー・フライド・チキン緑一丁目店
大阪市旭区 炭火焼肉ホルモン仁
大阪市城東区 Dear
大阪市城東区 や台ずし蒲生町
大阪市城東区 ジャンボカラオケ広場 今福鶴見駅前店
大阪市城東区 富鶴京橋本店
大阪市城東区 すき家 １国城東関目店
大阪市城東区 サイゼリヤ蒲生四丁目店
大阪市城東区 LOGIC KYOBASHI
大阪市城東区 bar utakata
大阪市城東区 炭火焼肉たむら
大阪市城東区 とりだん鴫野店
大阪市城東区 絶味骨里香
大阪市城東区 ビッグボーイ関目店
大阪市城東区 リストランテイルコンティヌオ
大阪市阿倍野区 竜旗
大阪市阿倍野区 なか卯 昭和町店
大阪市阿倍野区 韓美膳
大阪市阿倍野区 らーめん極
大阪市阿倍野区 ＰｅａｃｅＳｔｒｅｅｔ
大阪市阿倍野区 立飲み焼肉スタンド２９
大阪市阿倍野区 KONE
大阪市阿倍野区 SKYGARDEN 300
大阪市阿倍野区 Shotbar LOGOUT
大阪市阿倍野区 西光園あべの店
大阪市阿倍野区 Jambuka
大阪市阿倍野区 スシロー 天王寺店
大阪市阿倍野区 プローブ
大阪市阿倍野区 一蘭 あべの店
大阪市阿倍野区 オルフェ
大阪市阿倍野区 くいもの屋わん/札幌弥助天王寺店
大阪市阿倍野区 PIZZARIA & BAR LOGiC天王寺店
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大阪市阿倍野区 カフェ英國屋あべのハルカス店
大阪市阿倍野区 地酒、焼酎 創作料理 時代屋
大阪市阿倍野区 炭焼屋しんりき
大阪市阿倍野区 LR hands create
大阪市阿倍野区 心・八剣伝 昭和町店
大阪市阿倍野区 花外楼 あべのハルカスダイニング
大阪市阿倍野区 九州屋台 寅男 天王寺店
大阪市阿倍野区 串の坊 あべのハルカス店
大阪市阿倍野区 いきなりステーキ あべのルシアス店
大阪市阿倍野区 先斗入ルあべのハルカスダイニング店
大阪市阿倍野区 サロンウフエモアあべのハルカスダイニング店
大阪市阿倍野区 からふね屋ＣＡＦＥあべのキューズモール店
大阪市阿倍野区 ケンタッキー・フライド・チキンあべのキューズモール店
大阪市阿倍野区 ハーブス 近鉄あべのハルカス店
大阪市阿倍野区 一風堂 あべのｎｉｎｉ店
大阪市阿倍野区 中国料理 桃谷樓 阿倍野賓莚
大阪市阿倍野区 eo ベルナールロワゾースニャテュール
大阪市阿倍野区 やっぱりステーキあべのウォーク店
大阪市阿倍野区 鶏白湯らーめん自由が丘蔭山 あべのキューズモール店
大阪市阿倍野区 街かど屋阿倍野店
大阪市阿倍野区 鮨航
大阪市阿倍野区 イタメシヤ ラ・パウザ あべのルシアス店
大阪市阿倍野区 スタンド富
大阪市阿倍野区 ステーキ宮あべのキューズモール店
大阪市阿倍野区 昔洋食みつけ亭 あべのキューズモール店
大阪市阿倍野区 蜜家珈琲店 あべのキューズモール店
大阪市阿倍野区 美々卯 あべのハルカスダイニング店
大阪市阿倍野区 食や ますぞう
大阪市阿倍野区 恵美寿屋
大阪市阿倍野区 炭火とワイン 天王寺店
大阪市阿倍野区 センナリヤフルーツパーラー あべのハルカスダイニング
大阪市阿倍野区 福福らーめん昭和町店
大阪市阿倍野区 しゃぶしゃぶ美山 あべのキューズモール店
大阪市阿倍野区 鳥貴族昭和町駅前店
大阪市阿倍野区 コメダ珈琲店あべの店
大阪市阿倍野区 OKOGE 天王寺店
大阪市阿倍野区 鉄板焼＆ワイン En
大阪市阿倍野区 ビビンバQ
大阪市阿倍野区 千里しゃぶちんあべのハルカスダイニング店
大阪市阿倍野区 祭太鼓 あべのルシアス店
大阪市阿倍野区 源兵衛天王寺あべの店
大阪市阿倍野区 みやび
大阪市阿倍野区 TOMOYASU SEISAKUSYO Cafe&Bar
大阪市阿倍野区 Lago
大阪市阿倍野区 ルーチェサンタルチアあべのハルカスダイニング店
大阪市阿倍野区 さわ田・眞・蒼天
大阪市阿倍野区 ビーンズ
大阪市住吉区 わがまま屋
大阪市住吉区 デニーズ長居公園店
大阪市住吉区 松屋長居店
大阪市住吉区 ジャンボカラオケ広場 長居駅前店
大阪市住吉区 すき家 住吉遠里小野店
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大阪市住吉区 くら寿司長居店
大阪市住吉区 cafe美紀
大阪市住吉区 立ち飲み 呑
大阪市住吉区 王道居酒屋 のりを 長居店
大阪市住吉区 天下一品 長居店
大阪市住吉区 ジャンボカラオケ広場 あびこ店
大阪市住吉区 珈琲館あびこ店
大阪市住吉区 野のはなハウス
大阪市住吉区 クリーム本舗
大阪市住吉区 つり舟いわし亭
大阪市住吉区 ケンタッキー・フライド・チキン長居店
大阪市住吉区 我孫子前焼そばセンター
大阪市住吉区 カラオケ＆スナック 藤田
大阪市住吉区 居酒屋こてつ
大阪市住吉区 JP.IRIS
大阪市住吉区 麺匠はなみちあびこ店
大阪市住吉区 炭火焼とり安喜
大阪市住吉区 満マルあびこ店
大阪市住吉区 ラーメンが好きです
大阪市住吉区 マクドナルドあべの筋遠里小野店
大阪市住吉区 七つの壁
大阪市住吉区 フレンチレストラン ア・ラ・ルーシュ
大阪市住吉区 寿し兆
大阪市住吉区 鶏まみれ
大阪市住吉区 カラオケ喫茶エルザ
大阪市東住吉区 居酒屋 ダイニングちょう
大阪市東住吉区 はなまるうどん 東住吉湯里店
大阪市東住吉区 長崎ちゃんぽん十鉄 大阪東住吉店
大阪市東住吉区 からやま東住吉今川店
大阪市東住吉区 ザめしや東住吉店
大阪市東住吉区 ザめしや東住吉中野店
大阪市東住吉区 ふる里
大阪市東住吉区 来来亭長居公園店
大阪市東住吉区 行来家
大阪市東住吉区 GoodBBQ長居公園(長居公園初亀売店)
大阪市東住吉区 福福らーめん湯里店
大阪市東住吉区 焼とり居酒屋鳥工房 杭全店
大阪市東住吉区 牛王 杭全店
大阪市東住吉区 焼肉五苑 湯里店
大阪市東住吉区 うまい棒バー ねっちゃん
大阪市西成区 居酒屋 アサ
大阪市西成区 松屋南津守店
大阪市西成区 鳥貴族 玉出店
大阪市西成区 すき家 天下茶屋駅前店
大阪市西成区 料亭くれば
大阪市西成区 やよい軒 天下茶屋店
大阪市西成区 焼肉 いち輪
大阪市西成区 メイド居酒屋カワイイ
大阪市西成区 焼とんyaたゆたゆ 天下茶屋 本店
大阪市西成区 めしや食堂岸里店
大阪市西成区 居酒屋 レディカカ
大阪市西成区 マクドナルド南津守店
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大阪市西成区 HIMALAYAN SPICE & FOOD COURT
大阪市西成区 マクドナルド地下鉄玉出駅前店
大阪市西成区 咲
大阪市西成区 牛萬
大阪市西成区 満マル天下茶屋店
大阪市西成区 大和
大阪市淀川区 居酒屋えんむすび
大阪市淀川区 トラットリアチェーロ
大阪市淀川区 A35東三国バル
大阪市淀川区 龍旗信 ＬＥＯ
大阪市淀川区 鮮魚のほら穴
大阪市淀川区 豚中島南方
大阪市淀川区 鳥味家
大阪市淀川区 めしや宮本むなし 地下鉄東三国駅前店
大阪市淀川区 や台ずし十三本町
大阪市淀川区 カラオケ酒場ゲゲゲ
大阪市淀川区 サイゼリヤ新大阪駅西宮原店
大阪市淀川区 松屋西中島店
大阪市淀川区 松屋十三東口店
大阪市淀川区 磯丸水産十三西口駅前店
大阪市淀川区 中国料理璠房
大阪市淀川区 ドトールコーヒーショップ 新幹線新大阪駅店
大阪市淀川区 モスバーガー西中島南方店
大阪市淀川区 すき家 十三駅西口店
大阪市淀川区 焼肉岩崎塾 三国店
大阪市淀川区 生ラム専門店 ラム・ジェネレーション
大阪市淀川区 炭火焼肉但馬屋東三国
大阪市淀川区 中華料理若水
大阪市淀川区 ビストロJIN
大阪市淀川区 なにわのお好み焼きじろー
大阪市淀川区 ガスト西中島店
大阪市淀川区 PaPa²BAKERY
大阪市淀川区 ねぎ焼やまもと 新大阪店
大阪市淀川区 やよい軒 西中島5丁目店
大阪市淀川区 八剣伝 加島駅前店
大阪市淀川区 酒処まふ
大阪市淀川区 お好み食堂 五郎っぺ屋
大阪市淀川区 メッセ熊子
大阪市淀川区 MAISON
大阪市淀川区 ケンタッキー・フライド・チキン東三国店
大阪市淀川区 コメダ珈琲店 新大阪店
大阪市淀川区 がんこ新大阪店
大阪市淀川区 餃子の王将 十三店
大阪市淀川区 辻利アルデ大阪店
大阪市淀川区 信州そば処そじ坊
大阪市淀川区 信州そば処そじ坊
大阪市淀川区 沖縄料理と島唄はながさ
大阪市淀川区 げん家
大阪市淀川区 餃子の王将十三西店
大阪市淀川区 目利きの銀次西中島南方駅前店
大阪市淀川区 コンシェルジュ新大阪店
大阪市淀川区 ジャンボカラオケ広場 十三駅東口店
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大阪市淀川区 にんにくラーメン幸ちゃん 本店
大阪市淀川区 太郎坊寿し
大阪市淀川区 京ちゃばな 新大阪駅店
大阪市淀川区 隆勝中央厨房
大阪市淀川区 村さ来新大阪店
大阪市淀川区 CARPE DIEM
大阪市淀川区 かつ家
大阪市淀川区 パシオンエナチュール新大阪
大阪市淀川区 boofoowoo
大阪市淀川区 ヤナケンブー
大阪市淀川区 JAPANESE ZEN STYLE 一作
大阪市淀川区 北極星 エキマルシェ新大阪店
大阪市淀川区 馬鹿殿
大阪市淀川区 焼鳥と焼野菜ぎんすけ三国店
大阪市淀川区 おさかな酒場まえでん十三店
大阪市淀川区 居酒屋 まイザカヤマ
大阪市淀川区 串や
大阪市淀川区 串蔵
大阪市淀川区 カレーハウスCoCo壱番屋 十三駅西口店
大阪市淀川区 カラオケスナック 岳志
大阪市淀川区 吟味屋長山亭
大阪市淀川区 マウンテン
大阪市淀川区 味悟空 三国店
大阪市淀川区 海鮮丼専門店 魚山 十三駅西口店
大阪市淀川区 味悟空 東淀川店
大阪市鶴見区 天草
大阪市鶴見区 はなまるうどん 鶴見緑地店
大阪市鶴見区 くら寿司大阪鶴見店
大阪市鶴見区 松のや今福鶴見店
大阪市鶴見区 肉の和 鶴見店
大阪市鶴見区 モスバーガーイオンモール鶴見緑地店
大阪市鶴見区 王道居酒屋 のりを 鶴見緑店
大阪市鶴見区 天下一品 イオンモール鶴見緑地店
大阪市鶴見区 ハッケン酒場 放出駅前店
大阪市鶴見区 すき家 大阪鶴見今津北店
大阪市鶴見区 洋麺屋五右衛門鶴見店
大阪市鶴見区 酔虎伝 放出駅前店
大阪市鶴見区 ザめしや鶴見店
大阪市鶴見区 カレーハウス COCO 壱番屋 鶴見緑店
大阪市鶴見区 タリーズコーヒー三井アウトレットパーク大阪鶴見店
大阪市鶴見区 鶴橋らーめん食堂 鶴心
大阪市鶴見区 倉式珈琲店 大阪鶴見店
大阪市鶴見区 CLAY LOUNGE
大阪市住之江区 sportsBar25
大阪市住之江区 なか卯 住之江公園店
大阪市住之江区 松屋住之江公園店
大阪市住之江区 鶴橋風月 南港店
大阪市住之江区 すき家 26 号西住之江店
大阪市住之江区 キッチンSoho
大阪市住之江区 天下一品 住之江店
大阪市住之江区 和食さと 住之江公園前店
大阪市住之江区 ケンタッキー・フライド・チキン玉出店
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大阪市住之江区 かつや住之江粉浜店
大阪市住之江区 ザめしや住之江店
大阪市住之江区 北加賀屋みんなのうえん
大阪市住之江区 海鮮や活活丸
大阪市住之江区 にぎり長次郎北加賀屋店
大阪市住之江区 香の川製麺 住之江店
大阪市住之江区 焼肉五苑 住之江店
大阪市住之江区 ナマステネパール
大阪市住之江区 たんぽぽ北加賀屋店
大阪市住之江区 1959 cafe
大阪市平野区 カラオケ喫茶ドレミ
大阪市平野区 みずな
大阪市平野区 アジアンダイニングレストラン＆バー ニューサティ
大阪市平野区 三徳庵平野店
大阪市平野区 鳥貴族 喜連瓜破店
大阪市平野区 すき家 長吉出戸店
大阪市平野区 依愛
大阪市平野区 おでん焼酎いわ倉
大阪市平野区 大阪ふくちぁんラーメン瓜破店
大阪市平野区 大阪ふくちぁんラーメン平野店
大阪市平野区 屋台居酒屋大阪満マル平野店
大阪市平野区 松乃家給食
大阪市平野区 ちぇご
大阪市平野区 土間土間喜連瓜破店
大阪市平野区 かごの屋長吉長原店
大阪市平野区 大阪ふくちぁんラーメン 長原店
大阪市平野区 香の川製麺 長吉店
大阪市平野区 星のクッキー
大阪市平野区 旬彩さかなと酒匠海
大阪市北区 PATHFINDER  XNOBU ルクアイーレ店
大阪市北区 レストラン菱冨
大阪市北区 OA カラオケスタジオ
大阪市北区 焼肉ダイニングＴａｋｅＳｈｙｏｋｕ
大阪市北区 串かつ 凡
大阪市北区 はなまるうどん 天神橋筋三丁目店
大阪市北区 三徳庵北区店
大阪市北区 大衆中華スタンドチャーシューパンチ
大阪市北区 不純喫茶トマンナヨ
大阪市北区 博多天神ホルモン
大阪市北区 銀座 天一
大阪市北区 QUINTOCANTO
大阪市北区 人家
大阪市北区 大阪焼肉ミナミ 梅田店
大阪市北区 カフェ英國屋阪急17番街店
大阪市北区 BINH MINH
大阪市北区 中崎バールSwitch
大阪市北区 本間
大阪市北区 韓美膳
大阪市北区 タレる梅田店
大阪市北区 STEAK THE FIRST 北新地
大阪市北区 梅の小町 梅田店
大阪市北区 一宝茶屋町店
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大阪市北区 Member'scuore
大阪市北区 おBARんざいguuuuu
大阪市北区 めん処つるつる庵
大阪市北区 カフェグランシェ大丸梅田店
大阪市北区 にしかわや
大阪市北区 燦 ヒルトンプラザウエスト店
大阪市北区 SUNTORY WHISKY HOUSE WWW.W & ボトルバー
大阪市北区 カフェ英國屋ホワイティ梅田店
大阪市北区 PANINO
大阪市北区 らーめん２国お初天神店
大阪市北区 FrenchTapas&Wine le comptoir
大阪市北区 レストラン アラスカフェスティバルタワー
大阪市北区 ステーキハウスポンド北新地店
大阪市北区 しゃも三郎
大阪市北区 ジャンボカラオケ広場 天六店
大阪市北区 くら寿司天六駅前店
大阪市北区 ジャンボカラオケ広場 北新地店
大阪市北区 Bbar  Umeda
大阪市北区 葵
大阪市北区 松屋南森町駅前店
大阪市北区 焼肉万両 南森町店
大阪市北区 ポムの樹 HEPファイブ店
大阪市北区 インデアンカレー 阪急三番街店
大阪市北区 松屋梅田神山町店
大阪市北区 おらが蕎麦 天満ＫＹビル
大阪市北区 浜焼ドラゴン大阪駅前第３ビル店
大阪市北区 焼肉力丸 梅田堂山店
大阪市北区 Ｍａｎｏ－ｅ－ＭａｎｏＰｉｚｚｅｒｉａ＆Ｂａｒ
大阪市北区 オルタッジョ
大阪市北区 赤から 西梅田店
大阪市北区 焼肉･しゃぶしゃぶ たちばな
大阪市北区 とんかついなば和幸天神橋筋商店街店
大阪市北区 ステーキハウス榊原
大阪市北区 AMA-LUR アマルール
大阪市北区 とんかつ まい泉 ルクア イーレ店
大阪市北区 1ポンドノステーキハンバーグタケル 南森町店
大阪市北区 Steak＆Wine Griante Umeda
大阪市北区 七つ家
大阪市北区 鶴橋風月 LINKS UMEDA 店
大阪市北区 鳥長
大阪市北区 権之介 梅田
大阪市北区 炭火焼肉岩崎塾 天六店
大阪市北区 岩崎塾 北新地店
大阪市北区 Party×2 北新地
大阪市北区 アッソダヤマグチ
大阪市北区 喫茶軽食レインボー
大阪市北区 北新地弧柳
大阪市北区 焼肉 李苑
大阪市北区 ゆう食家 花いちばん
大阪市北区 鶏と鮪節 麺屋勝時
大阪市北区 デンスケ
大阪市北区 和食堂 吉兆
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大阪市北区 和匠肉料理 松屋 阪急梅田店
大阪市北区 OysterBar wharf
大阪市北区 wineとおばんざい アメリ
大阪市北区 ティールーム ドリヤード
大阪市北区 嘉門
大阪市北区 ジャスミンガーデン
大阪市北区 インペリアルクラブラウンジ
大阪市北区 イタリア肉食堂PERO 天満店
大阪市北区 本かつ喜
大阪市北区 雲仙
大阪市北区 一蘭 梅田芝田店
大阪市北区 一蘭梅田阪急東通店
大阪市北区 知床漁場天満橋店
大阪市北区 パンとエスプレッソと南森町交差点
大阪市北区 喫茶パボ
大阪市北区 クラブグレイル
大阪市北区 大衆酒場 大旦那 扇町店
大阪市北区 サイゼリヤ大阪駅前第3ビル店
大阪市北区 yasai french NR
大阪市北区 ラルゴ
大阪市北区 和創食彩旬げつ
大阪市北区 ハーブス 大丸梅田店
大阪市北区 やよい軒 堂山店
大阪市北区 炭火焼肉 牛角 梅田お初天神店
大阪市北区 HLAF
大阪市北区 香妃
大阪市北区 天下一品 西梅田店
大阪市北区 翌檜
大阪市北区 居酒屋 絆
大阪市北区 天下一品 中津店
大阪市北区 ステーキハウス和豪
大阪市北区 アウトバックステーキハウス梅田店
大阪市北区 主厨房
大阪市北区 宴会パントリー
大阪市北区 ザ・ロビーラウンジ
大阪市北区 花筐
大阪市北区 ラ・ベ
大阪市北区 香桃
大阪市北区 ザ・バー
大阪市北区 九州屋 寅男 茶屋町店
大阪市北区 串カツ 天下茶屋 カメちゃん
大阪市北区 よかちゃん 茶屋町店
大阪市北区 鶏のよりみち 梅田店
大阪市北区 串焼き満天 ルクア大阪店
大阪市北区 ガブリミート 茶屋町店
大阪市北区 大阪新阪急ホテル ラウンジ ブリアン
大阪市北区 大阪新阪急ホテル ブルージン
大阪市北区 ライブラリーバー
大阪市北区 茶屋町風流 田舎そば
大阪市北区 チーズとＷＩＮＥホワイティうめだ店
大阪市北区 農家ごはん つかだ食堂 梅田茶屋町店
大阪市北区 天下一品 東梅田店
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大阪市北区 別館山名
大阪市北区 えん寿
大阪市北区 エスタシオンカフェグラン
大阪市北区 KICHIRI茶屋町阪急駅前
大阪市北区 博多もつ鍋やまやエキマルシェ大阪
大阪市北区 上海バール
大阪市北区 自由亭新梅田
大阪市北区 MARRONE
大阪市北区 ホテル阪急インターナショナル ２５Ｆ スペシャリティレストランマルメゾン厨房
大阪市北区 牛たん焼き仙台辺見ハービス大阪店
大阪市北区 笑夢Curry Powered By M 北梅田店
大阪市北区 かんみこより
大阪市北区 洋麺屋五右衛門大阪駅店
大阪市北区 先斗入ルヨドバシ梅田店
大阪市北区 Umakara Syokudo
大阪市北区 大阪新阪急ホテル ロビーラウンジ サントル
大阪市北区 ItalianBarPIENOfesta
大阪市北区 口八町 茶屋町店
大阪市北区 鮨やました
大阪市北区 肉炭馨和衷
大阪市北区 宇治園 喫茶去 阪急三番街店
大阪市北区 膳や ホワイティ梅田店
大阪市北区 土佐清水ワールド 梅田お初天神店
大阪市北区 チャンチダイビル本館本店
大阪市北区 チャンチLINKS梅田店
大阪市北区 肉汁芝田
大阪市北区 伝説のすた丼屋 ヨドバシ梅田
大阪市北区 たこ焼道楽わなか 天六店
大阪市北区 膳や musi-vege+ 阪急三番街店
大阪市北区 ワインバー北條
大阪市北区 屋台居酒屋大阪満マル天神橋３丁目店
大阪市北区 ぬる燗 佐藤
大阪市北区 PESCA三番街店
大阪市北区 ハーブス 阪急三番街店
大阪市北区 炭火焼肉一兆
大阪市北区 ワインショップ・エノテカ 大阪店
大阪市北区 九州ダイニング九州男
大阪市北区 アンティコカフェアルアビス ハービスプラザエント店
大阪市北区 手打ちそば 石月 グランフロント大阪店
大阪市北区 幸梅
大阪市北区 CHIKCIHIKI 天満店
大阪市北区 寿し秋野
大阪市北区 らーめん あらうま堂
大阪市北区 Katsuya charcoal grill steakhouse
大阪市北区 アンティコカフェアルアビス ディアモール大阪店
大阪市北区 アンティコカフェアルアビス 阪急三番街店
大阪市北区 SHIROMARU-BASE梅田店
大阪市北区 鮓 なか尾
大阪市北区 一風堂 梅田店
大阪市北区 築地食堂源ちゃんルクア大阪店
大阪市北区 焼肉瓜一中崎町店
大阪市北区 心八剣伝中津店
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大阪市北区 ALE HOUSE 加美屋
大阪市北区 梅蘭
大阪市北区 歌倶楽部ｉｋｅｃｈａｎ
大阪市北区 美々卯 梅田ルクア店
大阪市北区 CAMP de BBQ
大阪市北区 すしいち 大阪駅前第４ビル店
大阪市北区 PESCA
大阪市北区 焼とんyaたゆたゆ 天満店
大阪市北区 グリル梵 堂島店
大阪市北区 九州らーめん亀王 阪急東通り店
大阪市北区 麺's room 神虎南森町店
大阪市北区 弁天本店
大阪市北区 江戸前回転鮨紀州弥一
大阪市北区 タコベル阪急三番街店
大阪市北区 麒麟のまち
大阪市北区 北新地はらみ 別邸
大阪市北区 ガーデンキッチン
大阪市北区 ガーデンカフェ
大阪市北区 贔屓屋 ＨＥＰ通り店
大阪市北区 お好み焼き きじ スカイビル店
大阪市北区 一鶴 西梅田店
大阪市北区 Arimura
大阪市北区 甘太郎／ラパウザ 梅田HEP通り店
大阪市北区 甘太郎 阪急梅田店／ラパウザ 阪急梅田店
大阪市北区 西家
大阪市北区 弦 サウスゲート店
大阪市北区 大富豪大阪駅前第２ビル店
大阪市北区 温野菜 梅田HEP通り店
大阪市北区 フェスティバルキッチン 北区 キッチン42
大阪市北区 餃子の王将 天四店
大阪市北区 さわら＆ラ・カスエラ ロハ
大阪市北区 アンシャンテ
大阪市北区 窯焼きステーキ福田
大阪市北区 北新地はらみ 天満店
大阪市北区 夜景個室チーズとお肉のソラバル梅田店
大阪市北区 忘我スタジアム
大阪市北区 旨んまーいステーキ大阪駅前第３ビル店
大阪市北区 となりのジャックとマチルダ
大阪市北区 ｏｇｇｉ
大阪市北区 おかげ家 梅田店 
大阪市北区 牛寶
大阪市北区 ピッコロ 阪急かっぱ横丁店
大阪市北区 めん家だるま堂
大阪市北区 昔洋食みつけ亭 阪急三番街店
大阪市北区 ひがし天満 菜食兼美
大阪市北区 魚民大阪梅田茶屋町口駅前店
大阪市北区 カラフルタコワッフル フルフル
大阪市北区 あ らん サウスゲート店
大阪市北区 ドトールコーヒーショップ梅田シティ店
大阪市北区 ALL DAY COFFEE
大阪市北区 らーめん つけそば 古今亭
大阪市北区 肉とチーズ GUM
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大阪市北区 匠 とり金
大阪市北区 BAR WOODY KITASHINCHI
大阪市北区 おらんく家 北新地別館
大阪市北区 おらんく家 本通3号店
大阪市北区 割烹 香悦
大阪市北区 釜たけ流 梅田製麺所
大阪市北区 ラーメンZIKON 而今 中ノ島フェスティバルプラザ店
大阪市北区 墨国回転鶏食堂
大阪市北区 肉ビストロ熟ルクア１１００店
大阪市北区 ラウンジ海
大阪市北区 もぐら酒場 アジイチバ
大阪市北区 エトワール
大阪市北区 again
大阪市北区 江南DANBAM
大阪市北区 心斎橋ミツヤ ホワイティ梅田店
大阪市北区 カフェブレーク ホワイティ梅田店
大阪市北区 さわだ食堂
大阪市北区 アレコレ 阪急三番街店
大阪市北区 麻拉麺 揚揚
大阪市北区 天満ビストロワイン酒場ゴブプラス
大阪市北区 髙﨑
大阪市北区 ファーストキッチン 梅田HEPナビオ店
大阪市北区 ウェンディーズ・ファーストキッチン 梅田芝田町店
大阪市北区 The cream teas spoon farm house
大阪市北区 エリックサウス 西天満店
大阪市北区 料理酒房しょうち
大阪市北区 プロムナードカフェ阪急三番街店
大阪市北区 六花
大阪市北区 薔薇
大阪市北区 肉kitchen田なか
大阪市北区 チャイニーズビストロ蘭亭茶屋町店
大阪市北区 らーめん伊藝
大阪市北区 どうとんぼり神座 ルクア大阪店
大阪市北区 鮨仙酢 本店 大阪駅前 
大阪市北区 鮨仙酢北新地総本店
大阪市北区 Osteriaeffe 
大阪市北区 RESTAURANT LES SOUVENIRS
大阪市北区 カレーハウスCoCo壱番屋北区太融寺店
大阪市北区 大起水産回転寿司 ホワイティうめだ店
大阪市北区 焼ふぐ夢鉄砲北新地店
大阪市北区 ｃａｒｎｅｔ
大阪市北区 ツキと寿っぽん
大阪市北区 Chi-Fu
大阪市北区 Az
大阪市北区 あたりや食堂東通り店
大阪市北区 センバキッチン グリーンハウス
大阪市北区 魚頂天酒場 まつり
大阪市北区 滝見小路 喝鈍
大阪市北区 鍋守堂島店
大阪市北区 うおしん酒場
大阪市北区 炭火焼鳥 権兵衛 ルクア大阪店
大阪市北区 サクラビルヂング
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大阪市北区 季節の鍋 縁
大阪市北区 とんこつラーメンしぇからしか曽根崎店
大阪市北区 美寿志
大阪市北区 北新地 海味
大阪市北区 君と薩摩猛者
大阪市北区 丹波地鶏うの屋
大阪市北区 さつま
大阪市北区 ブラッスリーブー
大阪市北区 ばんざい亭 北新地店
大阪市北区 大阪聘珍樓
大阪市北区 たこ焼き専門店カリトロ
大阪市北区 梅田北前 佐勘
大阪市北区 ◎おでん×スタンド三徳六味
大阪市北区 カフェブー
大阪市北区 大阪なだ万
大阪市北区 串かつ料理活阪急グランドビル店
大阪市北区 串かつ料理活ナビオ阪急店
大阪市北区 ｂｏｏ’ｓｋｉｔｃｈｅｎ
大阪市北区 俺のフレンチ梅田
大阪市北区 プリンスプリンス
大阪市北区 倶楽部初恋
大阪市北区 天麩羅とお蕎麦三輪
大阪市北区 天ぷらとワイン大塩 梅田店
大阪市北区 天ぷらとワイン大塩 第三ビル店
大阪市北区 天ぷらとワイン大塩 天五店
大阪市北区 Cafe de galerie by la vie a la campagne
大阪市北区 ナポリの食堂 アルバータ・アルバータ
大阪市北区 北極星 ルクア大阪店
大阪市北区 大衆肉スタンドペロペロ
大阪市北区 SAKE BAR誉
大阪市北区 Deza
大阪市北区 焼鳥と焼野菜ぎんすけ中津店
大阪市北区 パスタ・デ・パスタ 阪急三番街店
大阪市北区 明石焼 ぶぶ亭
大阪市北区 大阪新世界元祖串かつだるま ルクアイーレ店
大阪市北区 スナック トゥルー
大阪市北区 創作料理 真
大阪市北区 たよし曽根崎店
大阪市北区 炉ばた焼 妻籠
大阪市北区 北新地みなも
大阪市北区 庵いおり
大阪市北区 得一 扇町店
大阪市北区 梅田酒場 情熱ホルモン
大阪市北区 曽根崎酒場 情熱ホルモン
大阪市北区 焼肉五苑 北新地店
大阪市北区 祭太鼓 大阪駅前第2ビル店
大阪市北区 お好み焼ゆかり天三店
大阪市北区 炉ばた焼 馬籠
大阪市北区 祭太鼓 阪急三番街店
大阪市北区 ヴィ・ド・フランス
大阪市北区 イタリアンキッチン ヴェルデカッサ
大阪市北区 神戸牛すてーき Ishida. LINKS UMEDA店

18 / 38 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3月22日公表分）

大阪市北区 北新地本通りチャイニーズ響香
大阪市北区 とりで梅田店
大阪市北区 てけてけお初天神店
大阪市北区 FAMILIA
大阪市北区 マルトメ・ザ・ジューサリー パフェテリア ルクア大阪店
大阪市北区 元禄寿司天六店
大阪市北区 タンとハラミ。はなれ
大阪市北区 おおさかぐりる
大阪市北区 大阪トンテキ駅前第3ビル店
大阪市北区 あ＊じゃり。
大阪市北区 ＢＥＥＲＳＴＡＮＤｍｏｌｔｏ！！
大阪市北区 梅田東通り肉寿司
大阪市北区 KollaBo 梅田北新地店
大阪市北区 ネオ台湾酒場九份飯店
大阪市北区 イニョン
大阪市北区 天満肉焼屋
大阪市北区 ザッツピザ豊崎
大阪市北区 大阪王将梅田太融寺店
大阪市北区 珉珉 桜橋
大阪市北区 カラオケディーバ
大阪市北区 串の坊北新地東店
大阪市北区 串の坊北新地西店
大阪市北区 麦酒＆洋食スタンド グリル異人館
大阪市北区 大衆焼肉すぅ
大阪市北区 鉄燻CHOI URASAN
大阪市北区 ワイン居酒屋Popompette
大阪市北区 屋台居酒屋大阪 満マル東梅田店
大阪市北区 入山
大阪市中央区 四季の味 莉匠庵
大阪市中央区 メンバーズ ラーク
大阪市中央区 アンコール
大阪市中央区 Bar46
大阪市中央区 Barsus
大阪市中央区 はなまるうどん 大阪心斎橋店
大阪市中央区 はなまるうどん 難波なんさん通り店
大阪市中央区 浪速割烹㐂川
大阪市中央区 法善寺 久佐久
大阪市中央区 デルソーレ道頓堀
大阪市中央区 ヴィクトワール 大阪心斎橋本店
大阪市中央区 縁
大阪市中央区 千日前 河童らーめん本舗
大阪市中央区 河童ラーメン本舗 米国村店
大阪市中央区 おふくろの味酒場つくし
大阪市中央区 ムニポチャなんば店
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 國型製作所 玉造店
大阪市中央区 プチ・ラセール
大阪市中央区 磯丸水産道頓堀店
大阪市中央区 SecondNuts
大阪市中央区 レストラン プレスキル
大阪市中央区 マジックバーIDEAL
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大阪市中央区 くら寿司なんば日本橋店
大阪市中央区 くら寿司道頓堀店
大阪市中央区 つるまる農人橋店
大阪市中央区 風の杜 道頓堀
大阪市中央区 大衆酒場さわ村
大阪市中央区 味乃家
大阪市中央区 ピアノダイニングガーデニア
大阪市中央区 たこ家道頓堀くくる宗右衛門町店
大阪市中央区 れすとらん源ちゃん
大阪市中央区 Macauda
大阪市中央区 大阪産料理空
大阪市中央区 Bar Lounge FAIRY -心斎橋店-
大阪市中央区 めしや宮本むなし 日本橋３丁目店
大阪市中央区 PLANET
大阪市中央区 いずみホール バーコーナー
大阪市中央区 自家製麺 杵屋天満橋京阪パナンテ店
大阪市中央区 est
大阪市中央区 闘鶏八幡筋
大阪市中央区 楽太郎
大阪市中央区 北海道海鮮にほんいち本町店
大阪市中央区 ロマンチカ
大阪市中央区 旨唐揚げと居酒メシ ミライザカ天満橋店
大阪市中央区 鶴橋風月modern 北浜店
大阪市中央区 鳥貴族 アメリカ村店
大阪市中央区 鶴橋風月modern 心斎橋パルコ店
大阪市中央区 松屋大阪本町店
大阪市中央区 豚しゃぶせいろ蒸し豚匠心斎橋邸
大阪市中央区 鳥貴族 ナンバ店
大阪市中央区 松屋天満橋店
大阪市中央区 松屋日本橋店
大阪市中央区 魚舟
大阪市中央区 焼肉の和民南海難波駅前店
大阪市中央区 焼肉力丸南海なんば店
大阪市中央区 ル・プチメック心斎橋パルコ店
大阪市中央区 鳥貴族 千日前２号店
大阪市中央区 北浜くくり
大阪市中央区 インドレストラン ＢＩＮＤＵ 京阪シティモール店
大阪市中央区 まんぼうの家
大阪市中央区 つけ麺井手
大阪市中央区 Eppppic
大阪市中央区 お好み焼とんべえ
大阪市中央区 鶴橋風月 なんば千日前店
大阪市中央区 Club ge.la.venus
大阪市中央区 岩崎塾 なんば店
大阪市中央区 旨唐揚げと居酒メシ ミライザカ京橋ＯＢＰツイン２１－１Ｆ店
大阪市中央区 バグース心斎橋店
大阪市中央区 KROSS KUNO 1919 HITACHI
大阪市中央区 炭焼ごちそうバル ぴたり 心斎橋店
大阪市中央区 心斎橋松屋 パルコ店
大阪市中央区 しのぶ庵心斎橋パルコ店
大阪市中央区 TAPAS & WINE RIVER CAFE
大阪市中央区 夜パフェ専門店Parfaiteria PaL心斎橋
大阪市中央区 農家厨房 北浜店
大阪市中央区 デジャヴ
大阪市中央区 象印食堂
大阪市中央区 鶴橋風月 長堀橋店
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大阪市中央区 酒蔵BAR初かすみ酒房
大阪市中央区 サイゼリヤ心斎橋GATE店
大阪市中央区 鮨 八三郎
大阪市中央区 花まる亭 淀屋橋店
大阪市中央区 やよい軒 ユニゾイン北浜店
大阪市中央区 SYNERGY
大阪市中央区 心斎橋 かつ喜
大阪市中央区 一蘭道頓堀店屋台館
大阪市中央区 一蘭心斎橋店
大阪市中央区 一蘭なんば御堂筋店
大阪市中央区 ラーメン一蘭 道頓堀店 本館
大阪市中央区 一蓮家 アメ村店
大阪市中央区 Bar moon walk なんば店
大阪市中央区 ええもん家
大阪市中央区 やよい軒 堺筋博労町店
大阪市中央区 カフェドゥコルス
大阪市中央区 merry bar due
大阪市中央区 中国酒楼TONO
大阪市中央区 やよい軒 内本町店
大阪市中央区 吉み乃製麺所
大阪市中央区 dan dan noodles
大阪市中央区 Ristorante IL PRINCIPE
大阪市中央区 ステーキさくら 道頓堀WEST
大阪市中央区 トライブ・スター
大阪市中央区 宮崎地鶏炭火焼 車 えびす橋店
大阪市中央区 宮崎地鶏炭火焼 車 心斎橋店
大阪市中央区 鉄板や 上方御堂
大阪市中央区 う玄武 北店
大阪市中央区 スパイスと酒 妄想天国
大阪市中央区 牛庵 船場中央店
大阪市中央区 野の葡萄 大阪心斎橋店
大阪市中央区 NOONE
大阪市中央区 牛たん炭火焼 吉次
大阪市中央区 ｃｌｕｂ山口
大阪市中央区 牛たん炭火焼 吉次 本町店
大阪市中央区 ｃｌｕｂ山口ｖｉｐ
大阪市中央区 一凛堂なんばダイニングメゾン
大阪市中央区 韓国旬彩料理 妻家房
大阪市中央区 炭焼きジョニー
大阪市中央区 星乃珈琲店北心斎橋店
大阪市中央区 ＬＯＢＢＹ ＣＡＦＥ ＦＡＳＣＩＮＯ
大阪市中央区 ドゥークラブ
大阪市中央区 ヘヴン
大阪市中央区 La Tortuga 
大阪市中央区 Club Next
大阪市中央区 串研
大阪市中央区 アルカサール
大阪市中央区 旬味串喝 やまや
大阪市中央区 ラブストーリー
大阪市中央区 イル ソーレ・ロッソ
大阪市中央区 博多もつ鍋やまや御堂筋本町店
大阪市中央区 洋麺屋五右衛門大阪NAMBAなんなん店
大阪市中央区 先斗入ルなんばウォーク店
大阪市中央区 卵と私なんばウォーク店
大阪市中央区 7+1中華物産
大阪市中央区 うな茂
大阪市中央区 神戸牛和ノ宮 なんばオリエンタルホテル店
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大阪市中央区 Member's101
大阪市中央区 串もん酒場 ひびき屋 谷町四丁目店
大阪市中央区 HIDE-OUT
大阪市中央区 九志焼亭 本店
大阪市中央区 麺匠の心つくしつるとんたん本町楼
大阪市中央区 冨士屋 なんばウォーク店(三番街)
大阪市中央区 膳や なんばウォーク西店
大阪市中央区 膳や なんばウォーク東店
大阪市中央区 domus
大阪市中央区 ザ・ブラーニー・ストーン 心斎橋店
大阪市中央区 スナックてんぐ
大阪市中央区 トラジャコーヒー 京阪シティモール店
大阪市中央区 トラジャコーヒー ビエラ森ノ宮店
大阪市中央区 イタリアンダイニングPESCA
大阪市中央区 なんば 鳥幸 炉端の佐藤
大阪市中央区 街かど屋堺筋本町店
大阪市中央区 ザテラス
大阪市中央区 すき焼き串焼き北斗 GEMS なんば店
大阪市中央区 梅蘭
大阪市中央区 美々卯 本店別館
大阪市中央区 美々卯 心斎橋店
大阪市中央区 カフェ英國屋なんば本社店
大阪市中央区 海鮮イタリアン トラットリア バンビーノ 虎目横丁店
大阪市中央区 肉匠牛虎心斎橋店
大阪市中央区 櫂
大阪市中央区 韓国酒場K-lovers
大阪市中央区 大阪焼売珍
大阪市中央区 Italian Dining NATURA
大阪市中央区 ハイボールバー心斎橋1923
大阪市中央区 信州そば処そじ坊
大阪市中央区 Strawberry Mania
大阪市中央区 カフェ英國屋なんばシティ店
大阪市中央区 赤のれん
大阪市中央区 街かど屋長堀店
大阪市中央区 ザめしや２４千日前店
大阪市中央区 THE GUEST cafe&diner 心斎橋PARCO
大阪市中央区 CHOJIRO法善寺店
大阪市中央区 天の幸山の幸
大阪市中央区 道頓堀 治兵衛
大阪市中央区 目利きの銀次南海なんば北口駅前店
大阪市中央区 米福酒場 淀屋橋店
大阪市中央区 ハンバール なんばウオーク店
大阪市中央区 千日前はつせ
大阪市中央区 個室もつ鍋屋ぎんなべ
大阪市中央区 肉料理とワイン Yuzan
大阪市中央区 やよい軒 日本橋
大阪市中央区 ジャンボカラオケ広場 千日前3号店
大阪市中央区 BarたぁーさんTV
大阪市中央区 ぺんぺんの村
大阪市中央区 しょうへい３０００
大阪市中央区 カフェブレーク トゥザフォレスト なんばＣＩＴＹ店
大阪市中央区 RED ROCK
大阪市中央区 カフェブレーク なんばウオーク店
大阪市中央区 北浜上海食苑
大阪市中央区 味名人
大阪市中央区 五郎寿し心斎橋店
大阪市中央区 ＰＥＳＣＥ ＲＯＳＳＯ
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大阪市中央区 小飯飯
大阪市中央区 やきやき三輪 道頓堀店
大阪市中央区 寄り屋 なんばなんなん店
大阪市中央区 カフェソラーレ心斎橋御堂筋店
大阪市中央区 ＨＡＮＵＲｕ
大阪市中央区 蘭館珈琲ハウス なんばＣＩＴＹ店
大阪市中央区 和と酒めし処 和っぷる
大阪市中央区 魚民ＪＲ森ノ宮南口駅前店
大阪市中央区 ハナレノミ カジノバ
大阪市中央区 Ｆｌｅｕｒｉ
大阪市中央区 天下の台所 大起水産 なんばＣＩＴＹ店
大阪市中央区 天下の台所 大起水産 八軒家浜 まぐろスタジアム店
大阪市中央区 心斎橋ミツヤ なんばウオーク店
大阪市中央区 スナック ひまわり
大阪市中央区 ファーストキッチン・ウェンディーズ 難波戎橋店
大阪市中央区 しゃぶしゃぶ温野菜 道頓堀店
大阪市中央区 THE LANDMARK SQUARE OSAKA 4階_BLUE BIRDS ROOF TOP TERRACE
大阪市中央区 大起水産回転寿司 天満橋店
大阪市中央区 THE LANDMARK SQUARE OSAKA 2階_crossfield with TERRACE LOUNGE
大阪市中央区 THE LANDMARK SQUARE OSAKA 3階_Restaurant RASPBERRY with Moon BAR
大阪市中央区 玄品 法善寺総本店
大阪市中央区 八丁味處 串の坊 クリスタ長堀店
大阪市中央区 総本家 浪花そば
大阪市中央区 うどんちり本家 にし家
大阪市中央区 小麦と生きる道
大阪市中央区 pisolino
大阪市中央区 鳥取和牛 大山不二家心斎橋本店
大阪市中央区 南禅
大阪市中央区 焼肉ライクなんば御堂筋店
大阪市中央区 ステーキハウス 信ーｓｈｉｎー
大阪市中央区 寿司赤酢 道頓堀
大阪市中央区 ブルーノ デル ヴィーノ（Ｂｒｕｎｏ ｄｅｌ Ｖｉｎｏ）
大阪市中央区 プレミアム カラオケ １１３
大阪市中央区 プレミアム ビア&ワイン １１３
大阪市中央区 フレンチ割烹宿
大阪市中央区 スタンドあじと
大阪市中央区 黒毛和牛焼肉一 心斎橋店
大阪市中央区 gram大阪城城下町店
大阪市中央区 北むら
大阪市中央区 北新地鳥屋 なんばCITY店
大阪市中央区 北新地鳥屋 谷町四丁目店
大阪市中央区 島之内フジマル醸造所
大阪市中央区 海山鮮NarikomaYa
大阪市中央区 炭火焼鳥いこか
大阪市中央区 ワインショップ＆ダイナーFUJIMARU東心斎橋店
大阪市中央区 猫カフェMOCHA心斎橋店
大阪市中央区 大起水産回転寿司 道頓堀店
大阪市中央区 大起水産回転寿司 なんばＣＩＴＹ店
大阪市中央区 ＣＡＦÉ ＨＯＵＳＥ 濱川
大阪市中央区 小肥羊 天満橋京阪シティモール店
大阪市中央区 蟹奉行 なんば千日前店
大阪市中央区 谷町酒場 情熱ホルモン
大阪市中央区 日本橋珈琲店
大阪市中央区 Restaurant Bar Garden
大阪市中央区 故郷羊肉串店
大阪市中央区 炭kappohirac
大阪市中央区 まなお
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大阪市中央区 若葉屋なんば店
大阪市中央区 コメダ珈琲店 北浜南店
大阪市中央区 冗談酒場
大阪市中央区 俺のフレンチ・イタリアン心斎橋
大阪市中央区 旬彩庵 北浜店
大阪市中央区 帰ってきた宮田麺児
大阪市中央区 はり重 大宝寺店
大阪市中央区 BAR 8
大阪市中央区 しゃにむに
大阪市中央区 どりぱす
大阪市中央区 屯舎火鍋&麻辣湯
大阪市中央区 ピッツァ フォルノ カフェ もりのみやキューズモール店
大阪市中央区 台灣食堂アートミーツイート大阪淀屋橋本町
大阪市中央区 遊遊本町駅前店
大阪市中央区 ニューツルマツ パルコ
大阪市中央区 新世界元祖串かつだるま 法善寺店
大阪市中央区 大阪キャッスルホテル レストラン リヴィエール
大阪市中央区 天天酒家 谷町店
大阪市中央区 夢見鳥 平野町店
大阪市中央区 moaniAla
大阪市中央区 焼肉五苑 なんば店
大阪市中央区 LIVINGキッチン日高
大阪市中央区 冨紗家
大阪市中央区 大衆酒場ひらやま
大阪市中央区 炉ばた焼 法善寺力丸茶屋
大阪市中央区 法善寺横丁誠太郎
大阪市中央区 アミューズメントバーMs
大阪市中央区 ＢＡＲ 美祿
大阪市中央区 Bar e Trattoria QUATTRO
大阪市中央区 ジュライ
大阪市中央区 シマネヤ
大阪市中央区 北浜よし田
大阪市中央区 member's Jemelli
大阪市中央区 淀屋橋よし田
大阪市中央区 旬魚菜よし田南本町店
大阪市中央区 The seacret tavern アジト365
大阪市中央区 KollaBo 心斎橋店
大阪市中央区 カレーハウスCoCo壱番屋 中央区日本橋１丁目店
大阪市中央区 旬彩工房 喜あじ
大阪市中央区 ラーメン大戦争 せんば心斎橋店
大阪市中央区 たこ八
大阪市中央区 WeddingSpace Alohau
大阪市中央区 WeddingSpace Lover'sMahalo
大阪市中央区 福太郎本店新館
大阪市中央区 福太郎なんばダイニングメゾン店
大阪市中央区 炭焼きキッチンtenten
大阪市中央区 蟹吉
大阪市中央区 蒼~SORA~
大阪市中央区 前川別邸
大阪市中央区 香港楼
大阪市中央区 ベトナムレストランカフェ CAMON
大阪市中央区 大阪かに源道頓堀店
大阪市中央区 焼肉五苑 西心斎橋店
大阪市中央区 うどんの祥かな泉 もりのみやQ'sモール店
大阪市中央区 大黒千牛レストラン頂
大阪市中央区 金久右衛門 道頓堀店
大阪市中央区 広東料理 美祥
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堺市堺区 竹清 イオンモール堺鉄砲町店
堺市堺区 河童ラーメン本舗 堺店
堺市堺区 まいどおおきに堺御陵通食堂
堺市堺区 鍛冶二丁堺東店
堺市堺区 T-CLEF
堺市堺区 Cafe & Bar RINKA
堺市堺区 辰己苑
堺市堺区 デニーズ錦綾町店
堺市堺区 松のや堺東店
堺市堺区 AMOLE
堺市堺区 カレーハウスココ壱番屋 堺区南清水町店
堺市堺区 ナースのココロ
堺市堺区 いきなりステーキ イオンモール堺鉄砲町店
堺市堺区 いきなりステーキ 堺東駅前店
堺市堺区 膳や musi-vege+ 堺高島屋店
堺市堺区 膳や musi-vege+ 堺プラットプラット店
堺市堺区 タリーズコーヒー イオンモール堺鉄砲町
堺市堺区 美々卯 堺店
堺市堺区 めしや食堂堺出島店
堺市堺区 七ふく神堺東店
堺市堺区 珈琲館 吉里吉里
堺市堺区 わらい食堂 イオンモール堺鉄砲町店
堺市堺区 ホテルイルグランディ
堺市堺区 天ぷら まさる
堺市堺区 ココス堺臨海店
堺市堺区 寿司処 弥助
堺市堺区 魚民南海堺西口駅前店
堺市堺区 ＢＲＥＡＫ ＤＯＷＮ
堺市堺区 焼肉ホルモンブンゴ 堺東店
堺市堺区 志なのすけ堺東店
堺市堺区 かっぱ寿司 堺向陵店
堺市堺区 ちゃんぽん亭総本家 イオンモール堺鉄砲町店
堺市堺区 香の川製麺 堺宿院店
堺市堺区 とっつぁんのおかぁちゃん 堺東店
堺市堺区 居酒屋おやじ
堺市堺区 鳥貴族 堺宿院店
堺市堺区 天ぷらてん助
堺市堺区 串まる イオンモール堺鉄砲町店
堺市堺区 マクドナルド大仙店
堺市堺区 北の家族 アパホテル堺駅前店
堺市堺区 鮨 榮
堺市堺区 マクドナルド堺東駅前店
堺市堺区 やよい軒堺東店
堺市中区 ドムドムハンバーガー深井店
堺市中区 和牛焼肉生ホルモン餐亭
堺市中区 くら寿司平井店
堺市中区 居酒屋なごみ
堺市中区 歌うスタジオ うぐいす
堺市中区 居酒屋
堺市中区 ほっとい亭
堺市中区 INDEEP
堺市中区 餃子の王将 八田寺店
堺市中区 友寿司
堺市中区 香の川製麺 堺福田店
堺市中区 日本料理 よしの
堺市中区 カレーハウスCoCo壱番屋堺福田店
堺市中区 ステーキリバーベ 深井店
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堺市東区 和創ダイニングまる
堺市東区 くら寿司石原店
堺市東区 来来亭堺白鷺店
堺市東区 堺中環酒場 情熱ホルモン
堺市東区 大起水産回転寿司 北野田店
堺市西区 晩酌おかえりなさい
堺市西区 Kitchen164
堺市西区 石焼炒飯店 アリオ鳳店
堺市西区 弁慶鳳店
堺市西区 串楽
堺市西区 ふぐかず
堺市西区 コリアンダイニング李朝園鳳ウイングス店
堺市西区 1 0 1 ・金 のとりからアリオ鳳店
堺市西区 中国酒菜 暢暢 上野芝店
堺市西区 魚民鳳東口駅前店
堺市西区 まる徳ラーメン石津店
堺市西区 ジャンボカラオケ広場 JR 鳳駅前店
堺市西区 昔洋食みつけ亭 アリオ鳳店
堺市西区 麺屋ふくちぁん 石津店
堺市西区 鳥貴族 鳳店
堺市西区 RED7
堺市西区 漁すけ鳳駅前店・鳳オレンジ(肉バル)
堺市西区 やよい軒 堺浜寺店
堺市西区 中国料理 兆楽
堺市南区 大珉軒
堺市南区 がんこ寿司パンジョ泉北店
堺市南区 ロッテリア泉ヶ丘店
堺市南区 来来亭泉北アロー店
堺市南区 餃子の王将 泉ヶ丘店
堺市南区 お好み焼・居酒屋 きっちん
堺市南区 鳥貴族 光明池店
堺市南区 鳥貴族 泉ヶ丘店
堺市南区 串カツ田中 泉北店
堺市南区 泉北２号線酒場 情熱ホルモン
堺市南区 JAM family
堺市南区 びっくりドンキー泉北店
堺市北区 心
堺市北区 利休珈琲蔵前店
堺市北区 なか卯 中央環状堺店
堺市北区 喫茶ねね＆飲みやさん
堺市北区 デニーズ中百舌鳥店
堺市北区 松のや金岡店
堺市北区 鶏一羽さばき もず野
堺市北区 くら寿司無添蔵北花田店
堺市北区 くら寿司中百舌鳥店
堺市北区 くら寿司北花田店
堺市北区 焼肉たきもと
堺市北区 じょうもん
堺市北区 食堂 一力
堺市北区 eni-bru
堺市北区 奥出雲玄米食堂井上 イオンモール堺北花田店
堺市北区 牛徳
堺市北区 食べ処飲み処与太郎
堺市北区 くし若まる なかもず店
堺市北区 炭焼・創作料理MOZU
堺市北区 焼肉レストラン フタバ 北花田店
堺市美原区 焼肉特急 美原駅
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堺市美原区 すき家 309 号堺黒山店
岸和田市 寿し勝
岸和田市 ちょっといい店すず
岸和田市 三代目鳥メロ岸和田駅前店
岸和田市 松屋春木店
岸和田市 カレーハウスCoCo壱番屋 岸和田インター店
岸和田市 焼肉屋さかい岸和田今木店
岸和田市 くら寿司今木店
岸和田市 かに道楽岸和田店
岸和田市 とんかつ かつ喜 岸和田小松里店
岸和田市 鮨・酒・肴 杉玉 岸和田
岸和田市 すき家 26 号岸和田下池田店
岸和田市 やよい軒 岸和田三田町
岸和田市 モスバーガー岸和田下松店
岸和田市 岸和田サービスエリア下り線フードコート
岸和田市 釜山道川中井町本店
岸和田市 いきなりステーキ 岸和田店
岸和田市 ごちそう村岸和田店
岸和田市 KARISHMA
岸和田市 鳥魚彩菜みのや
岸和田市 魚民和泉大宮駅前店
岸和田市 餃子の王将 岸和田南店
岸和田市 belle-ville岸和田カンカンベイサイドモール店
岸和田市 焼肉牛若丸 岸和田国道２６号線店
岸和田市 ぷちゃん
岸和田市 旬彩食堂三粒に種
岸和田市 大阪ふくちあんラーメン 岸和田店
岸和田市 鳥貴族 ラパーク岸和田店
岸和田市 948研究所
岸和田市 鳥貴族 岸和田店
岸和田市 大起水産回転寿司 岸和田店
岸和田市 北海素材 岸和田店
豊中市 麺や 轍
豊中市 鮨慶
豊中市 吞み処 らむーる
豊中市 呑み処 はぎ
豊中市 とよなか桜会
豊中市 ロイヤルホスト豊中桜塚店
豊中市 手作り居酒屋 甘太郎
豊中市 野菜とつぶつぶ アプサラカフェ LABI 千里中央店
豊中市 ジャンボカラオケ広場 豊中駅前店
豊中市 松屋曽根店
豊中市 もくもく亭 豊中店
豊中市 松屋庄内店
豊中市 居酒屋 たぬき
豊中市 すき家 豊中曽根店
豊中市 ドリンク・デザート・マミー
豊中市 すき家 豊中熊野町店
豊中市 すき家 豊中浜店
豊中市 バルカフェMassa
豊中市 ナマステタージマハル
豊中市 バーミヤン豊中緑丘店
豊中市 千里阪急ホテル 主厨房
豊中市 アルバール服部店
豊中市 居酒屋だるま
豊中市 いきなりステーキ LABI 千里店
豊中市 八剣伝 緑地公園店
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豊中市 SALVATORE CUOMO & BAR 千里中央
豊中市 chinese restaurant華や 緑地公園店
豊中市 カラオケ明日香
豊中市 めしや食堂豊中名神口店
豊中市 肉魚地酒やすおか
豊中市 美々卯 伊丹空港店
豊中市 美々卯 空味店
豊中市 more more OKAMACHI
豊中市 馬肉と和食のお店神戸播馬
豊中市 和風処 多幸笑
豊中市 餃子の王将 岡町店
豊中市 海鮮れすとらん魚輝水産 豊中庄内店
豊中市 千里菫
豊中市 魚匠はち六
豊中市 名代とんかつ かつくら 京都三条 大阪国際空港店
豊中市 太鼓亭豊中店
豊中市 Music Bar ぼいす
豊中市 2nd HOME たまご
豊中市 五色うどん
豊中市 麺匠 天風堂
豊中市 カラオケ姫
豊中市 来来亭豊中夕日丘店
豊中市 千里中央海鮮食堂 おーうえすと
豊中市 コメダ珈琲店豊中上新田店
豊中市 ロッテリア阪急曽根駅店
豊中市 BlackPooL
豊中市 KollaBo 千里中央店
豊中市 フレッシュネスバーガーピーコックストア千里中央店
豊中市 博多ラーメンげんこつ 豊中南店
豊中市 餃子酒場リャン
池田市 やきとり 「甚八」
池田市 サイゼリヤ池田IKEDIA店
池田市 ロイヤルホスト池田天神店
池田市 デニーズ池田店
池田市 居酒屋 やまちゃん
池田市 やよい軒 阪急池田店
池田市 和食さと 池田東店
池田市 ねぎ焼き みつい
池田市 炭火焼鳥専門店 陽の鶏 石橋店
池田市 ステーキリバーベ 石橋店
池田市 珈琲所 コメダ珈琲店 阪急石橋駅前店
池田市 ぢどり亭石橋駅前店
池田市 サカエマチデリ 串かつまつり池田本店
池田市 鮨 くおっか
吹田市 松のや・マイカリー食堂江坂店
吹田市 はなまるうどん 大阪江坂店
吹田市 竹清 ららぽーとEXPOCITY店
吹田市 焼肉 平城苑
吹田市 なか卯 江坂店
吹田市 デニーズ吹田寿町店
吹田市 笑顔ノキラメキ
吹田市 旬菜山﨑 佐井寺店
吹田市 藤屋
吹田市 本日のおすすめ 吹田店
吹田市 極みとんかつ かつ喜
吹田市 王道居酒屋 のりを 江坂店
吹田市 トマトアンドオニオン千里万博公園店
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吹田市 やよい軒 江坂店
吹田市 コリアンダイニング李朝園
吹田市 snackNao
吹田市 大戸屋ごはん処カリーノ江坂店
吹田市 車 江坂店
吹田市 大阪コナモン お好み焼き 五郎っペ食堂
吹田市 すき家 吹田五月が丘店
吹田市 八剣伝 阪急千里山駅前店
吹田市 ジラソーレ リッコ
吹田市 海心丸 JR 岸辺店
吹田市 いきなりステーキ カリーノ江坂店
吹田市 サーティワンアイスクリーム江坂店
吹田市 喫茶 ペリエ
吹田市 たこ焼の元祖 大阪玉出 会津屋 エキスポシティ店
吹田市 大衆うどん酒場 どん
吹田市 カラオケモノトーン 千里店
吹田市 ザめしや吹田穂波店
吹田市 街かど屋江坂店
吹田市 目利きの銀次江坂駅前店
吹田市 目利きの銀次千里山西口駅前店
吹田市 マンゴツリーカフェEXPOCITY
吹田市 DEARBROS. 
吹田市 一夜干し商店
吹田市 旬魚菜 磯一 山田店
吹田市 Tina's cafe
吹田市 ふつうの居酒屋
吹田市 ドンクエディテ Dew 阪急山田店
吹田市 天下一品 江坂店
吹田市 LIVEBAR ケセラ
吹田市 鳥貴族 北千里店
吹田市 金車
吹田市 ドルフィン
吹田市 吹田穂波町酒場 情熱ホルモン
吹田市 大起水産回転寿司 ララポートＥＸＰＯＣＩＴＹ店
吹田市 ポポラマーマJR吹田店
吹田市 ベシャメルカフェＥＸＰＯＣＩＴＹ
吹田市 ロッソ江坂店
吹田市 お肉とチーズ好きの酒場ランバリオン
吹田市 ベトナムレストランカフェ カムオーン
吹田市 ロン
泉大津市 LIVING
泉大津市 デニーズ泉大津店
泉大津市 カジュアルフレンチエスポート
泉大津市 すき家 26 号泉大津店
泉大津市 ラーメン一蘭 泉大津店
泉大津市 本家さぬきや 泉大津店
泉大津市 カレーハウスCoCo壱番屋泉大津我孫子店
泉大津市 ケンタッキー・フライド・チキン泉大津店
泉大津市 すき家 泉大津松之浜店
泉大津市 かつや泉大津店
泉大津市 とりかわ権兵衛 泉大津店
泉大津市 はなはな
泉大津市 もち月
泉大津市 鳥貴族 泉大津店
泉大津市 新鮮鳥焼き ぼんじり泉大津店
高槻市 カラオケ イチカワ
高槻市 MAKIs
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高槻市 OTTOKNOT
高槻市 なか卯 摂津富田店
高槻市 松屋高槻市駅前店
高槻市 くら寿司五領店
高槻市 くら寿司芥川店
高槻市 URGE高槻
高槻市 七福鮮魚店
高槻市 ジャンボカラオケ広場 高槻2号店
高槻市 ＡＸＩＳ
高槻市 くいもの屋わん阪急高槻店
高槻市 熱帯食堂 高槻本店
高槻市 ガスト高槻土室店
高槻市 炭火ダイニング�
高槻市 からふね屋ＣＡＦＥビエラ高槻店
高槻市 博多もつ鍋やまやビエラ高槻店
高槻市 和食さと 高槻真上店
高槻市 魚居酒屋だんだん
高槻市 一風堂 高槻店
高槻市 風林火山 高槻店
高槻市 めしや食堂高槻店
高槻市 山内農場阪急高槻市駅前店
高槻市 ホルモン焼 味紘
高槻市 トロたん
高槻市 ココス高槻庄所店
高槻市 餃子の王将 摂津富田駅前店
高槻市 ジャンボカラオケ広場 高槻3号店
高槻市 VANSAN Italian Kitchen
高槻市 CHOJIRO高槻阪急店
高槻市 おかげ家高槻店
高槻市 ドトールコーヒーショップ イオン高槻店
高槻市 鳥貴族 摂津富田店
高槻市 中村商店高槻本店
高槻市 CORAL KITCHEN at garden
高槻市 高槻塩元帥
高槻市 高槻岡本酒場 情熱ホルモン
高槻市 水車
高槻市 小だるま高槻城北店
高槻市 JR高槻駅前小だるま
高槻市 大阪王将高槻南店
貝塚市 河童ラーメン本舗 まんぷくMAX店
貝塚市 奥水間温泉
貝塚市 たから寿司丸山店
貝塚市 とりかわ権兵衛貝塚店
貝塚市 ジョイフル貝塚半田店
貝塚市 料亭 この木
貝塚市 ラーメン男塾 貝塚小瀬店
貝塚市 かっぱ寿司 貝塚店
貝塚市 大阪ふくちあんラーメン 貝塚店
貝塚市 鳥貴族 貝塚店
貝塚市 新鮮鳥焼き ぼんじり 貝塚本店
貝塚市 カレーハウスCoCo壱番屋貝塚小瀬店
守口市 さよ藤
守口市 河童ラーメン本舗 守口店
守口市 なか卯 京阪守口店
守口市 ホテル アゴーラ大阪守口 主厨房
守口市 Bar Bb'Club
守口市 玄品守の関
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守口市 すき家 内環状守口太子橋店
守口市 ポムの樹カフェ 京阪守口店
守口市 居酒屋 よし田
守口市 やよい軒 京阪守口店
守口市 キクヨシイオンモール大日店
守口市 一汁五穀大日店
守口市 餃子の王将 千林店
守口市 ａｎｄ...
守口市 香の川製麺 守口大日店
守口市 セーヌ
守口市 今日亭守口店
枚方市 UZU
枚方市 チーズと生はちみつ BeNe
枚方市 河童ラーメン本舗 枚方店
枚方市 カルビ丼とスン豆腐専門店韓丼枚方店
枚方市 松屋枚方店
枚方市 海鮮酒場うお心
枚方市 鳥貴族 牧野店
枚方市 かに道楽枚方店
枚方市 すき家 枚方山之上店
枚方市 ガスト枚方養父店
枚方市 じゅうじゅうカルビ枚方宮之阪店
枚方市 杉 五兵衛
枚方市 餃子の王将 長尾店
枚方市 創菜酒房おん
枚方市 いきなりステーキ ニトリモール枚方店
枚方市 炭火やきとりとり心
枚方市 すき家 １国枚方北中振店
枚方市 中国料理 浜木綿 枚方田口店
枚方市 四川ラーメン
枚方市 moonlight
枚方市 すき家 枚方招提北店
枚方市 たこ焼の蛸千
枚方市 マザームーンカフェくずはモール店
枚方市 弁慶どんぶり太郎朝日丘店
枚方市 五穀くずはモール店
枚方市 弁慶すし 楠葉並木店
枚方市 昔洋食みつけ亭 くずはモール店
枚方市 カラオケカフェアン
枚方市 家庭居酒屋あわわっちゅ
枚方市 ふくちゃんラーメン 枚方店
枚方市 名代とんかつ かつくら京都三条 くずはモール店
枚方市 天下一品 枚方店
枚方市 hamburger and diner south sun heart
枚方市 宮崎県日向市 塚田農場 京阪樟葉店
枚方市 楽食居酒屋 3 百円このみ くずは店
枚方市 香の川製麺 枚方津田店
枚方市 香の川製麺 枚方招提店
枚方市 居酒屋 浜ちゃん
枚方市 枚方池之宮酒場 情熱ホルモン
枚方市 国際交流カフェ
枚方市 コメダ珈琲店枚方とうかえでの道店
枚方市 大同門 枚方店
枚方市 大起水産回転寿司 エル枚方店
枚方市 大和水産牧野店
枚方市 鉄板べろにこ
枚方市 Pｕｃｃｉ

31 / 38 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3月22日公表分）

枚方市 カラオケ あぐり
枚方市 割烹一の谷
茨木市 焼肉新牛亭
茨木市 子子子
茨木市 いっきゅうさん  南茨木店
茨木市 サイゼリヤイオンタウン茨木太田店
茨木市 濃厚とんこつラーメン てっぺい
茨木市 た藁や茨木店
茨木市 マクドナルド茨木アルプラザ店
茨木市 すき家 茨木IC店
茨木市 かに道楽茨木店
茨木市 一蘭大阪茨木店
茨木市 じゅうじゅうカルビ沢良宜駅前店
茨木市 焼肉 薩摩
茨木市 割烹片桐
茨木市 すき家 茨木中穂積店
茨木市 かつや茨木真砂店
茨木市 にぎりの徳兵衛茨木店
茨木市 めしや食堂茨木店
茨木市 回転寿司うわじ丸茨木西店
茨木市 福すし
茨木市 餃子の王将阪急茨木駅前店
茨木市 コスコクレープ
茨木市 PISOLA茨城真砂店
茨木市 餃子の王将 茨木店
茨木市 コメダ珈琲店イオンモール茨木店
茨木市 麺屋ふくちぁん ビエラ茨木店
茨木市 麺屋 ふくちあん
茨木市 宮崎県日向市 塚田農場 阪急茨木駅前店
茨木市 茨木きんせい
茨木市 香の川製麺 茨木店
茨木市 一作
茨木市 横浜家系ラーメン光来家飯店
茨木市 焼肉牛兆 茨木店
茨木市 茨木酒場 情熱ホルモン
茨木市 屋台居酒屋 大阪満マル 阪急茨木店
八尾市 カラオケスナック すい
八尾市 おでんと肴清水
八尾市 神戸クックワールドビュッフェ リノアス八尾店
八尾市 八尾塩元帥
八尾市 コメダ珈琲八尾高美店
八尾市 横浜中華王記厨房
八尾市 ブギウギOSAKA
八尾市 くら寿司青山店
八尾市 一蘭八尾店
八尾市 王道居酒屋 のりを ＪＲ八尾駅前店
八尾市 くいもの屋わん近鉄八尾店
八尾市 Two-Three
八尾市 河内らーめん喜神
八尾市 安兵衛
八尾市 月のあかり
八尾市 じゃんぼ總本店 河内山本駅前店
八尾市 昔洋食みつけ亭 アリオ八尾店
八尾市 風林火山 志紀店
八尾市 風林火山 萱振店
八尾市 焼肉 わっちょい
八尾市 和喰
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八尾市 天ぷら心。
八尾市 カレーハウスCoCo壱番屋八尾太子堂店
八尾市 カレーハウスCoCo壱番屋八尾外環状線店
八尾市 鳥貴族志紀店
八尾市 鶴橋風月アリオ八尾店
八尾市 魚輝すし 八尾店
八尾市 大阪王将JR八尾駅前店
八尾市 みとう
八尾市 北海素材 八尾店
泉佐野市 大阪産料理空
泉佐野市 釜戸ごはん さち福や 関西国際空港店
泉佐野市 くら寿司泉佐野店
泉佐野市 スターゲイトホテル関西エアポート ５４階レストラン
泉佐野市 スターゲイトホテル関西エアポート ５３階レストラン
泉佐野市 サイゼリヤりんくうシークル店
泉佐野市 三田屋本店－やすらぎの郷－りんくうプレミアム・アウトレット店
泉佐野市 大阪うどん きらく 日根野店
泉佐野市 インド料理チャルテチャルテイオン日根野店
泉佐野市 ごちそう村泉佐野店
泉佐野市 餃子の王将 国道泉佐野店
泉佐野市 いきなりステーキ泉佐野店
泉佐野市 白木屋泉佐野東口駅前店
泉佐野市 活魚寿司
泉佐野市 ジョイフルりんくうタウン店
泉佐野市 KIX ノース ラウンジ
泉佐野市 飛鳥ラウンジ
泉佐野市 楽家
泉佐野市 満マル 泉佐野店
泉佐野市 炭火食彩の里 一休
泉佐野市 Mahalo
泉佐野市 サブウェイ 関西国際空港店
泉佐野市 お好み家木金土
富田林市 レストラン＆カフェ大楠公
富田林市 魚輝水産富田林店
富田林市 すき家 富田林小金台店
富田林市 くら寿司富田林店
富田林市 鶏のいいとこどり 一鳥一炭
富田林市 ビッグジョー 富田林店
富田林市 ラーメン横綱富田林店
富田林市 High采食堂
富田林市 鳥貴族 富田林店
富田林市 炭火焼肉 心斎 富田橋店
富田林市 食彩酒宴雑魚屋
寝屋川市 はなまるうどん 寝屋川葛原新町店
寝屋川市 河童ラーメン本舗 寝屋川店
寝屋川市 菊屋
寝屋川市 いこか
寝屋川市 サイゼリヤビバモール寝屋川店
寝屋川市 サイゼリヤ香里園駅前店
寝屋川市 鶏hey
寝屋川市 モスバーガー寝屋川早子町店
寝屋川市 華洋本格四川料理店２号店
寝屋川市 喫茶リッチ
寝屋川市 ジャンボカラオケ広場 香里園駅前店
寝屋川市 くら寿司寝屋川店
寝屋川市 かつ辰
寝屋川市 UP CAFE
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寝屋川市 YY
寝屋川市 居酒屋味一
寝屋川市 和食さと 寝屋川太秦店
寝屋川市 中国料理 大幸
寝屋川市 来来亭寝屋川高宮店
寝屋川市 目利きの銀次香里園西口駅前店
寝屋川市 水春亭
寝屋川市 ココス寝屋川店
寝屋川市 Spys Oasis
寝屋川市 ふくちあんラーメン
寝屋川市 焼肉・ホルモンにくろう ひので苑
寝屋川市 香の川製麺 寝屋川昭栄町店
寝屋川市 一作
寝屋川市 大起水産回転寿司 香里園店
寝屋川市 肉処倉 寝屋川店
寝屋川市 寝屋川酒場 情熱ホルモン
寝屋川市 ルーチェサンタルチア新寝屋川ガーデンプレイス店
寝屋川市 居酒屋ヒーロー
寝屋川市 BUZZJACKCAFE THE ROOTS
河内長野市 くら寿司原町店
河内長野市 居酒屋 ZERO
河内長野市 すき家 371 号河内長野三日市店
河内長野市 おとぎ屋
河内長野市 鳥貴族 千代田店
松原市 くら寿司松原店
松原市 すき家 松原南新町店
松原市 桜珈琲 松原店
松原市 カラオケ喫茶みち
松原市 風林火山 松原店
松原市 彩華ラーメン 松店店
松原市 博多長浜ラーメン一番松原南店
松原市 大阪ふくちぁんラーメン 丹南店
松原市 満マル河内天美店
松原市 マクドナルド河内天美店
大東市 マー坊の店
大東市 はなまるうどん 大東新田旭町店
大東市 サイゼリヤポップタウン住道店
大東市 松屋大東御供田店
大東市 九州魂住道店
大東市 ジャンボカラオケ広場 住道駅前店
大東市 酒処 酔水
大東市 レインボーワールド住道店
大東市 満マル 住道店
大東市 活魚創作料理無法松
大東市 Bar Ash
大東市 海鮮れすとらん魚輝水産大東店
和泉市 HANAMI.RJ
和泉市 カラオケ よこぴー
和泉市 河童ラーメン本舗 和泉店
和泉市 たこ焼きぼっちゃん
和泉市 すき家 和泉はつが野店
和泉市 焼肉だいにんぐTOKYO
和泉市 むさしの森珈琲和泉府中店
和泉市 本家さぬきや 和泉福瀬店
和泉市 ＫＡＬＩＮＫＡ－ＭＡＬＩＮＫＡ
和泉市 サーティワンアイスクリームららぽーと和泉店
和泉市 サイゼリヤ和泉和気店
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和泉市 和食さと 和泉府中店
和泉市 ごちそう村和泉中央店
和泉市 喫茶 カラオケ イロハ
和泉市 韓国料理おんま
和泉市 餃子の王将 和泉中央店
和泉市 Shot Bar REST
和泉市 「酒食屋」 呑気
和泉市 カラオケダイニングバーD'S
和泉市 道とん堀和泉和気店
和泉市 たいたん鍋
和泉市 鶴橋風月ららぽーと和泉店
箕面市 cafeEZE
箕面市 なか卯 箕面西宿店
箕面市 翔龍坊
箕面市 フラン・エレガン ＹＵＺＵＹＡ 別亭
箕面市 ＴＨＥＳＡＮＦＥＬＩＣＥ
箕面市 コメダ珈琲店箕面桜ケ丘店
箕面市 焼肉たむら みのおキューズモール店
箕面市 みーとがぁでん
箕面市 アジア料理＆カフェ  ナマステ
箕面市 中華屋ＫＵＲＵＭＡ
箕面市 カラオケ＆カフェ ひろき
箕面市 美々卯 箕面店
箕面市 魚民箕面駅前店
箕面市 磯物語
箕面市 佐用
箕面市 十二松六左衛門
箕面市 Family Diningこころ
箕面市 コメダ珈琲店箕面小野原店
箕面市 ｃｌａｓｓ
箕面市 ドルチェモスカート新箕面ガーデンプレイス店
柏原市 カラオケ美知
柏原市 すき家 柏原片山店
柏原市 やよい軒 外環柏原店
柏原市 安さん
柏原市 餃子の王将 国分駅前店
柏原市 魚民柏原東口駅前店
柏原市 お好み焼きふうふう
柏原市 春巻きのKoto-na
羽曳野市 河童ラーメン本舗 羽曳野店
羽曳野市 すき家 170 号羽曳野西浦店
羽曳野市 カラオケきずな 
羽曳野市 カラオケラウンジBIG辨
羽曳野市 延羽の湯囲炉裏茶屋
羽曳野市 かつや美原ロータリー羽曳野店
羽曳野市 すき家 はびきの伊賀店
羽曳野市 味喰笑 羽曳野店
羽曳野市 あっちゃんのからあげ屋 古市駅前店
羽曳野市 びっくりドンキー 羽曳野店
羽曳野市 たらいうどん喜多八
羽曳野市 いきなりステーキ大阪羽曳野店
羽曳野市 鳥貴族 近鉄古市店
羽曳野市 モリーズ Mory's-World@ 森の１０居
羽曳野市 香の川製麺 羽曳野店
羽曳野市 香港海鮮料理季し菜
門真市 ラーメン弥五郎
門真市 めしや宮本むなし 京阪古川橋駅前店
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門真市 カレーハウスCoCo壱番屋 門真中央環状線店
門真市 松屋大和田店
門真市 松屋門真店
門真市 風の街 古川橋店
門真市 松屋萱島店
門真市 居酒屋幸
門真市 サイゼリヤ大阪大日ベアーズ店
門真市 すき家 門真下馬伏店
門真市 お好み焼き 千帆
門真市 スナック 寛
門真市 すき家 163 号門真殿島店
門真市 屋台居酒屋大阪満マル古川橋店
門真市 やきとり 大吉 門真店
門真市 すき家 門真中央店
門真市 力餅食堂 新橋町店
門真市 炉端焼 小銭屋
門真市 魚民萱島西口駅前店
門真市 喫茶 二番館
門真市 居酒屋 絆
門真市 カラオケ パブ あまらんと
門真市 なごみ古川橋店
門真市 小料理蛍火
門真市 居酒屋 サンライズ
門真市 カレーハウスCoCo壱番屋京阪古川橋駅店
門真市 一品・餃子かのこ
門真市 串忘
門真市 らーめん一作 門真店
門真市 アイスmoon
門真市 ペゴパ
摂津市 しろいすずめ
摂津市 松屋鳥飼店
摂津市 すき家 摂津南別府店
摂津市 有限会社 龍亀
摂津市 コメダ珈琲店 南摂津駅南店
摂津市 鳥貴族 千里丘店
摂津市 鳥貴族 正雀店
摂津市 くし若まる 千里丘店
高石市 家庭料理かかし
高石市 くら寿司高石店
高石市 やよい軒 高石店
高石市 すき家 26 号高石店
高石市 餃子の王将 国道高石店
高石市 鳥貴族 高石店
藤井寺市 なんぽこ
藤井寺市 和匠肉料理 松屋 藤井寺店
藤井寺市 カルビの王様 藤井寺店
藤井寺市 くら寿司藤井寺店
藤井寺市 カラオケ喫茶能登
藤井寺市 よりみちcafe & sour
藤井寺市 炉端焼き酒場一心藤井寺店
藤井寺市 御忍び炉端一心
藤井寺市 Escondite
藤井寺市 鳥貴族 藤井寺店
藤井寺市 外環藤井寺酒場 情熱ホルモン
藤井寺市 まいどおおきに 藤井寺食堂
藤井寺市 coco kitchen 
東大阪市 はなまるうどん 東大阪御厨店
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東大阪市 はなまるうどん 東大阪三池橋店
東大阪市 吉鳥高井田駅前店
東大阪市 グランピングファーム
東大阪市 沖縄居酒屋 オナガ家
東大阪市 七福
東大阪市 くら寿司高井田店
東大阪市 河童ラーメン本舗 東大阪店
東大阪市 松屋瓢箪山駅前店
東大阪市 鳥貴族小阪店
東大阪市 ジャンボカラオケ広場 布施駅前2号店
東大阪市 くら寿司若江店
東大阪市 くら寿司岸田堂店
東大阪市 くら寿司角田店
東大阪市 やよい軒 長田店
東大阪市 おたふく
東大阪市 うまいもの処 ゆめぜん
東大阪市 dining居酒屋りあん
東大阪市 かに道楽東大阪店
東大阪市 やよい軒 小阪店
東大阪市 一蓮家 鴻池店
東大阪市 すき家 東大阪菱屋西店
東大阪市 サイゼリヤフレスポ長田店
東大阪市 かつや東大阪西堤店
東大阪市 魚べい東大阪店
東大阪市 お好み焼き京
東大阪市 ブロンコビリー東大阪岸田堂店
東大阪市 お好み焼タコ焼 モリタ
東大阪市 和食さと 加納店
東大阪市 ケンタッキー・フライド・チキン中央環状巨摩橋店
東大阪市 ケンタッキー・フライド・チキン近鉄布施駅前店
東大阪市 七輪焼肉安安布施店
東大阪市 和食さと 吉田駅前店
東大阪市 和食さと 若江店
東大阪市 和食さと 岸田堂店
東大阪市 風林火山 石切店
東大阪市 ザめしや高井田店
東大阪市 ザめしや荒本店
東大阪市 街かど屋近大前店
東大阪市 スナックジャイ子
東大阪市 ココス東大阪吉田店
東大阪市 もつ鍋家はじめ
東大阪市 居酒屋 和樂
東大阪市 秋桜
東大阪市 餃子の王将 箕輪口店
東大阪市 花ラグオムライス
東大阪市 やきにく田邊
東大阪市 カラオケライブ 東大阪店
東大阪市 スナックHroTヒット
東大阪市 BARまだキメてない
東大阪市 香の川製麺 鴻池店
東大阪市 寿し清水
東大阪市 香の川製麺 瓢箪山店
東大阪市 くし若まる 高井田店
東大阪市 荒本酒場 情熱ホルモン
東大阪市 naturalカフェ
東大阪市 焼肉いつき
東大阪市 MOUNTAIN
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東大阪市 旬彩さかなと酒匠海隠れ家
東大阪市 INDIAN NEPALI RESTRAUNT CURRY HOUSE
東大阪市 レストラン ピアジョリー
泉南市 廻鮮鮨 喜十郎
泉南市 サーティワンアイスクリームイオンモールりんくう泉南店
泉南市 ボン・ヴィラージュ泉南店
泉南市 ちゃんぽん亭総本家 イオンモールりんくう泉南店
泉南市 カレーハウスCoCo壱番屋 泉南男里店
泉南市 クレープリーメロディ
四條畷市 イオンシネマ四條畷
四條畷市 カレーハウスCoCo壱番屋 四條畷外環状線店
四條畷市 カラオケ喫茶あそぼ
四條畷市 炭焼仙台牛タン あかり イオンモール四條畷店
四條畷市 和食焼肉牛紋・鶏専門店鶏月
四條畷市 天下一品四条畷店
四條畷市 かつや四條畷店
四條畷市 餃子の王将 四條畷駅前店
四條畷市 柿安MeatExpressイオンモール四條畷
四條畷市 旬楽なかお
四條畷市 akala
四條畷市 焼肉 カルビ亭
四條畷市 磯のがってん寿司 イオンモール四條畷店 
四條畷市 風の街四條畷店
四條畷市 イオンモール四條畷３階フードコート内北海素材
交野市 なか卯 交野店
交野市 くら寿司交野店
交野市 八剣伝 JR 河内磐船駅前店
交野市 カラオケレインボー交野店
大阪狭山市 カラオケのこ
大阪狭山市 焼肉みや狭山店
大阪狭山市 すき家 310 号大阪狭山店
大阪狭山市 くら寿司くみの木店
大阪狭山市 しゃぶ葉大阪狭山店
大阪狭山市 ケンタッキー・フライド・チキン狭山亀の甲店
大阪狭山市 和食さと 狭山店
大阪狭山市 びっくりドンキー 大阪狭山店
大阪狭山市 カラオケレインボー大阪狭山店
大阪狭山市 すし処そら
大阪狭山市 麺屋ふくちぁん 狭山店
大阪狭山市 炭火焼肉やまごろ
大阪狭山市 鳥貴族 金剛店
大阪狭山市 大起水産回転寿司 金剛店
大阪狭山市 かすや大阪狭山店
阪南市 しゃぶ葉阪南下出店
阪南市 一休 阪南店
島本町 和食さと 水無瀬店
島本町 MOKUBA
豊能町 かめたに ときわ台店
豊能町 カラオケ茶屋よの
能勢町 牛福
熊取町 餃子の王将 泉南熊取店
田尻町 ２５ＣＡＦＥ
田尻町 カフェ空音
田尻町 KIX AIRSIDE LOUNGE
田尻町 べいさいど中徳
田尻町 炭火食彩の里 一休
岬町 中国飯店 紀淡
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