
市町村名 施設名称

大阪市都島区 インド料理 YOGI KITCHEN
大阪市都島区 有う希
大阪市都島区 なか卯 都島本通店
大阪市都島区 薩摩ごかもん 京橋本店
大阪市都島区 赤から  京橋店
大阪市都島区 TAJIRI 大阪京橋店
大阪市都島区 DELI
大阪市都島区 すき家 都島IC店
大阪市都島区 酒房まつい
大阪市都島区 炭火焼肉じゅじゅ庵 京橋店
大阪市都島区 有限会社 薩摩の久保
大阪市都島区 はじめちゃん
大阪市都島区 食堂カフェpotto都島店
大阪市都島区 尾道ラーメン 貴慶
大阪市都島区 すし処広川
大阪市都島区 マクドナルド 都島ベルファ店
大阪市都島区 マクドナルド 都島駅前店
大阪市都島区 マクドナルド 京橋店
大阪市都島区 杵屋京橋京阪モール店
大阪市都島区 そじ坊京橋京阪モール店
大阪市都島区 二升五合
大阪市都島区 大阪王 京橋総本店
大阪市都島区 ととぎん都島店
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 居酒屋えびす
大阪市都島区 大起水産回転寿司 京橋店
大阪市都島区 ヘルシー焼肉八六都島店
大阪市都島区 秋吉京橋コムズガーデン店
大阪市都島区 ドレミ
大阪市都島区 道頓堀 くくるたこ家
大阪市都島区 ぎょうざの満洲 JR 京橋駅店
大阪市都島区 下品なぐらいダシのうまいラーメン屋 都島店
大阪市都島区 焼肉 三福園
大阪市都島区 うどんそば今日亭
大阪市都島区 別館平八亭
大阪市都島区 満ぞく屋
大阪市都島区 さかなや
大阪市福島区 楽心
大阪市福島区 天串と海鮮の店 はれ天
大阪市福島区 ad hoc
大阪市福島区 いきなりステーキ 大阪福島店
大阪市福島区 和牛焼肉 布上本店
大阪市福島区 和牛焼肉 布上2nd.
大阪市福島区 焼肉ライク大阪福島駅前店
大阪市福島区 魚China YO
大阪市福島区 Patisserie chau.chau
大阪市福島区 RUTSUBO
大阪市福島区 花りん
大阪市福島区 回転寿司ととぎんイオンスタイル海老江店

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31日公表分）
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大阪市福島区 ミートファミリア
大阪市福島区 街の肉バルBuff福島店
大阪市福島区 弘大Z
大阪市福島区 期鮨 野良り
大阪市福島区 ながしろ
大阪市福島区 若葉屋福島店
大阪市福島区 カレーハウスCoCo壱番屋 JR 野田駅店
大阪市福島区 中華 信さん
大阪市此花区 カラオケスナックK&K
大阪市此花区 濱いち
大阪市此花区 しゃぶ菜 大阪UCW
大阪市此花区 プラザカフェ
大阪市此花区 ニューすしセンター 西九条
大阪市此花区 ハードロックカフェ・ユニバーサル・シティウォーク大阪
大阪市此花区 すき家 西九条駅前店
大阪市此花区 びっくりドンキーフォレオ大阪ドームシティ店
大阪市此花区 すき家 此花四貫島店
大阪市此花区 ホルモン大和 西九条本店
大阪市此花区 BISTRO309 ユニバーサルシティウォーク店
大阪市此花区 ホテルユニバーサルポート／レックスカフェ
大阪市此花区 玉や
大阪市此花区 とんかついなば和幸ユニバーサルシティウォーク店 
大阪市此花区 京都勝牛 ユニバーサルシティウォーク大阪店
大阪市西区 焼肉らくはち
大阪市西区 まんま
大阪市西区 GTO
大阪市西区 大富士 堀江店
大阪市西区 ホットクロス南堀江店
大阪市西区 古潭イオンモール大阪ドームシティ店
大阪市西区 から揚げの天才ナインモール九条商店街店
大阪市西区 Ciucate
大阪市西区 すき家 南堀江店
大阪市西区 創作料理とワインのお店 上田慎一郎
大阪市西区 ふく流らーめん轍 本町本店
大阪市西区 金久右衛門 阿波座
大阪市西区 岩崎キャフェテリア
大阪市西区 やよい軒フォレオ大阪ドームシティ店
大阪市西区 エチョラ
大阪市西区 やきやき三輪
大阪市西区 肥後橋ラーメン亭
大阪市西区 餃子の王将 四ツ橋店
大阪市西区 じゃんぼ總本店 新町1丁目店
大阪市西区 ＭＯＮＤＩＡＬ ＫＡＦＦＥＥ ３２８
大阪市西区 輝妃
大阪市西区 一宝本店
大阪市西区 Tossa de coracao
大阪市西区 鳥貴族九条店
大阪市西区 かっぱ寿司 境川店
大阪市西区 ポルタヌォーヴァ
大阪市西区 FOCACCERIA
大阪市西区 和食処 だしまき酒場 〇伍
大阪市西区 Little Tree
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大阪市西区 札幌スープカレーJACK
大阪市西区 Craft Burger co.
大阪市西区 洋食revo靭公園店
大阪市西区 Q&D TAPIOCA
大阪市西区 高麗ガーデン南堀江店
大阪市西区 バイキング レストラン ラ・ベランダ
大阪市西区 カラオケサウンドスタイル九条店
大阪市港区 お好み焼きもり家
大阪市港区 はな家
大阪市港区 すき家 大阪港駅前店
大阪市港区 ヴィドフランス弁天町店
大阪市港区 王道居酒屋 のりを 弁天町駅前店
大阪市港区 レストラン ソウル
大阪市港区 マザームーンカフェ天保山店
大阪市港区 満マル 弁天町店
大阪市港区 NEPAL HOUSE
大阪市港区 カレーハウスCoCo壱番屋 港区弁天町店
大阪市大正区 すき家 大正泉尾店
大阪市大正区 やきとん乃ノ家
大阪市大正区 すき家 大正駅南店
大阪市大正区 きやすや
大阪市大正区 立ち飲みいわき
大阪市大正区 ＭＯＮＤＩＡＬ ＫＡＦＦＥＥ３２８ ＴＵＧＢＯＡＴ 
大阪市大正区 大阪王 大正店
大阪市天王寺区 牡蠣とワイン立喰いすしまる天王寺ミオ店
大阪市天王寺区 喫茶 フレンド
大阪市天王寺区 公立学校共済組合大阪宿泊所ホテルアウィーナ大阪
大阪市天王寺区 焼肉力丸上本町店
大阪市天王寺区 焼肉・韓国料理 蘭
大阪市天王寺区 しゃぶ菜
大阪市天王寺区 じゃんぼ焼鳥 鳥貴族 天王寺北口店
大阪市天王寺区 MARUFUJI CAFE 
大阪市天王寺区 レストランゆう
大阪市天王寺区 じゃんぼ焼鳥 鳥貴族上本町店
大阪市天王寺区 チーズとはちみつ天王寺ミオ店
大阪市天王寺区 屋台居酒屋大阪満マル鶴橋店
大阪市天王寺区 じゃんぼ總本店 上本町1丁目店
大阪市天王寺区 白木屋上本町駅前店
大阪市天王寺区 甘太郎 天王寺ＭＩＯ店
大阪市天王寺区 プンキッチン真田山
大阪市天王寺区 ポモドーロフレスカ
大阪市天王寺区 天下一品 上本町店
大阪市天王寺区 美濃吉
大阪市天王寺区 どうとんぼり神座 天王寺ＭＩＯプラザ店
大阪市天王寺区 むら居
大阪市天王寺区 南海飯店
大阪市天王寺区 やきにく萬野 本店
大阪市天王寺区 とんかつとん匠上本町店
大阪市天王寺区 焼鳥 ボトルバード
大阪市天王寺区 ひるドラ鶴橋店
大阪市天王寺区 沖縄食堂ハイサイ
大阪市天王寺区 アジヨシ別館
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大阪市天王寺区 アジヨシ総本店
大阪市天王寺区 ROYAL EVEREST CAFE&BAR
大阪市天王寺区 裏天王寺肉寿司
大阪市浪速区 Ｒａｉｎｂｏｗ Ｂａｒ
大阪市浪速区 近江屋 本店
大阪市浪速区 近江屋 別館
大阪市浪速区 Anna Colors COFFEE
大阪市浪速区 めいどりーみん オタロード店
大阪市浪速区 ソウル焼肉
大阪市浪速区 カフェとシーシャ ぐっどばい
大阪市浪速区 麺屋ガテンZ
大阪市浪速区 petitmer
大阪市浪速区 香港蒸籠 なんばパークス
大阪市浪速区 すき家 大国町駅前店
大阪市浪速区 しのぶ庵なんばパークス店
大阪市浪速区 居酒屋幸子
大阪市浪速区 珈琲館 なんばCITY店
大阪市浪速区 中国酒家 朝陽閣 難波
大阪市浪速区 天地人２号店
大阪市浪速区 エスカーレ
大阪市浪速区 無鉄砲大阪店
大阪市浪速区 横綱 通天閣
大阪市浪速区 ケンタッキーフライドチキン芦原橋店
大阪市浪速区 1904/1904
大阪市浪速区 白木屋通天閣本通店
大阪市浪速区 一風堂なんば店
大阪市浪速区 カレーハウスCoCo壱番屋浪速区日本橋五丁目店
大阪市浪速区 ニチヨウビ
大阪市浪速区 呑龍
大阪市浪速区 九州らーめん亀王 恵美須町店
大阪市浪速区 風来坊大国町店
大阪市浪速区 UPGREEN
大阪市浪速区 からから苑
大阪市浪速区 とんかつかっぽう車屋
大阪市浪速区 鳥貴族 大国町店
大阪市西淀川区 大旺寿司
大阪市西淀川区 じゃんぼ總本店 塚本駅前店
大阪市西淀川区 多国籍料理dede
大阪市西淀川区 グラシアス
大阪市西淀川区 カレーハウスCoCo壱番屋 イズミヤスーパーセンター福町店
大阪市東淀川区 #million
大阪市東淀川区 1ポンドのステーキハンバーグタケル 上新庄店
大阪市東淀川区 カーニバル
大阪市東淀川区 縁乃助商店
大阪市東淀川区 ケンタッキー・フライド・チキン上新庄店
大阪市東淀川区 屋台居酒屋大阪満マル淡路店
大阪市東淀川区 PUN'S BAR
大阪市東淀川区 ザめしや上新庄店
大阪市東淀川区 ひなた
大阪市東淀川区 居心伝 上新庄店
大阪市東淀川区 喫茶 英
大阪市東淀川区 ぼなぺてぃ（ボナペティ）
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大阪市東淀川区 天下一品 淡路店
大阪市東淀川区 カラオケパブＫ
大阪市東淀川区 かっぱ寿司 東淀川店
大阪市東淀川区 Bar hibou+plus
大阪市東淀川区 鳥貴族 上新庄店
大阪市東淀川区 居酒屋かわぞえ
大阪市東成区 旬菜酒房 遊や
大阪市東成区 釜飯と網焼 いその 緑橋店
大阪市東成区 寿司定
大阪市東成区 お好み焼 万房
大阪市東成区 andcafe
大阪市東成区 焼き鳥のさくら 新深江店
大阪市東成区 遊びBAR D
大阪市東成区 いり船寿司
大阪市東成区 遊
大阪市生野区 ｍｏｉ ｍｏｉ
大阪市生野区 吉すし
大阪市生野区 ハンちゃんキムパ
大阪市生野区 焼肉食堂かど家北巽店
大阪市生野区 ガスト天王寺東店
大阪市生野区 セマウル食堂鶴橋店
大阪市生野区 七輪焼肉安安寺田町店
大阪市生野区 玉の井
大阪市生野区 街かど屋林寺店
大阪市生野区 じゃんぼ總本店 小路駅前店
大阪市生野区 豚仙人
大阪市生野区 桜花
大阪市生野区 和
大阪市生野区 そばうどん今日亭巽店
大阪市生野区 いるか
大阪市生野区 コギハンパン
大阪市旭区 洋食 夢たまご
大阪市旭区 日本珈琲焙煎研究所
大阪市旭区 ドトールコーヒーショップ千林店
大阪市旭区 風の街 千林店
大阪市旭区 丼丼亭千林商店街店
大阪市旭区 ＳＡＫＵＲＡ１
大阪市旭区 じゃんぼ總本店 千林大宮店
大阪市旭区 昭和大衆ホルモン 千林大宮店
大阪市旭区 じゃんぼ總本店 太子橋今市店
大阪市旭区 じゃんぼ總本店 赤川3丁目店
大阪市旭区 じゃんぼ總本店 千林商店街店
大阪市旭区 屋台居酒屋 大阪 満マル 千林店
大阪市城東区 お好み焼 扇
大阪市城東区 松のや深江橋店
大阪市城東区 おやじすし一喜蒲生四丁目店
大阪市城東区 amaretto
大阪市城東区 ホルモン本舗 蒲生店
大阪市城東区 じゃんぼ總本店 関目高殿店
大阪市城東区 じゃんぼ總本店 京阪関目駅前店
大阪市城東区 じゃんぼ總本店 野江3丁目店
大阪市城東区 餃子の王将 鴫野店
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大阪市城東区 かつアンドかつ 関目店
大阪市城東区 札幌スープカレーJACK がもよん店
大阪市城東区 やよい軒 蒲生４丁目店
大阪市城東区 ステーキリバーベ 深江橋店
大阪市城東区 満マル 蒲生四丁目店
大阪市城東区 510
大阪市城東区 ゆがきたてうどん ぺこぺこ
大阪市阿倍野区 豚屋とん一あべのキューズモール
大阪市阿倍野区 モダン洋食アクイーユ
大阪市阿倍野区 あべのHOOP 韓国料理bibim
大阪市阿倍野区 赤から  あべのハルカスダイニング店
大阪市阿倍野区 イタリアントマトカフェジュニアあべのルシアス店
大阪市阿倍野区 リンガーハット近鉄あべのハルカス店
大阪市阿倍野区 ちりめん亭西田邊店
大阪市阿倍野区 BAR PLUS
大阪市阿倍野区 ジャンボカラオケ広場あべの店
大阪市阿倍野区 ジャンボカラオケ広場SJKあべの店
大阪市阿倍野区 フォールームス あべのキューズモール店
大阪市阿倍野区 AWキッチン あべのハルカス
大阪市阿倍野区 他所酒
大阪市阿倍野区 ガスト文の里店
大阪市阿倍野区 天下一品 天王寺あべのウォーク店
大阪市阿倍野区 スタンドポテト
大阪市阿倍野区 すき家 阿倍野店
大阪市阿倍野区 牡蠣やまと
大阪市阿倍野区 ロビンフッド阿倍野店 魚河岸料理ざこば
大阪市阿倍野区 甘党まえだあべのキューズモール店
大阪市阿倍野区 酒房ワビスケ
大阪市阿倍野区 肉バル ダイニングITO
大阪市阿倍野区 餃子の王将 西田辺店
大阪市阿倍野区 男はつらい阿倍野筋店
大阪市阿倍野区 酒房 なる アベノ店
大阪市阿倍野区 あ らん ハルカス店
大阪市阿倍野区 羊の家
大阪市阿倍野区 ビフテキ重・肉飯&DELI ロマン亭
大阪市阿倍野区 鶏魚Kitchenゆう
大阪市阿倍野区 酒と飯スタンドゆうじ
大阪市阿倍野区 狸狸亭西田辺店
大阪市阿倍野区 どうとんぼり神座 あべのキューズモール店
大阪市阿倍野区 ELK NEW YORK BRUNCH
大阪市阿倍野区 大起水産回転寿司 あべのキューズモール店
大阪市阿倍野区 カレーハウス ココ壱番屋 阿倍野昭和町店
大阪市阿倍野区 今日亭昭和町店
大阪市阿倍野区 トライジン
大阪市阿倍野区 焼肉 肉兵衛
大阪市阿倍野区 カフェ実身美あべの店
大阪市阿倍野区 居酒屋りゅうたろう2
大阪市阿倍野区 京都勝牛あべの新宿ごちそうビル
大阪市住吉区 カラオケ喫茶 ひまわり
大阪市住吉区 街かど屋万代店
大阪市住吉区 桜
大阪市住吉区 和田商店

6 / 27 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31日公表分）

大阪市住吉区 焼肉よっちゃん
大阪市住吉区 竹馬
大阪市住吉区 中国料理イシダ
大阪市住吉区 花梨麻婆飯店我孫子店
大阪市住吉区 まごころ料理つる井
大阪市東住吉区 LOCOROCO別館
大阪市東住吉区 バーミヤン湯里店
大阪市東住吉区 たこ八
大阪市東住吉区 炭火食堂 みのり
大阪市東住吉区 鉄板お好み焼おまかせ
大阪市東住吉区 かっぱ寿司 東住吉店
大阪市東住吉区 さんきゅう水産 近鉄針中野店
大阪市西成区 ランチェレストラン
大阪市西成区 たつ屋
大阪市西成区 優美
大阪市西成区 河童ラーメン本舗 工場店
大阪市西成区 BAC GIANG QUAN
大阪市西成区 武蔵
大阪市西成区 スナック香月
大阪市西成区 ケンタッキー・フライド・チキンデイリーカナート天下茶屋店
大阪市西成区 和牛焼肉うのう玉出本店
大阪市西成区 街かど屋南津守店
大阪市西成区 カレーハウスCoCo壱番屋西成区津守店
大阪市西成区 たこ焼き たっちゃん
大阪市西成区 モグハウス
大阪市西成区 未来
大阪市西成区 沙県小食
大阪市西成区 いせや
大阪市西成区 ベビーフェイスプラネッツ南津守店
大阪市西成区 居酒屋 花花
大阪市淀川区 唐揚げ専門店隆勝
大阪市淀川区 十三まるたけパーティールーム
大阪市淀川区 ボストンクラブ
大阪市淀川区 芭蕉布
大阪市淀川区 九州熱中屋 十三LIVE
大阪市淀川区 得一 十三店
大阪市淀川区 居酒屋わ
大阪市淀川区 すき家 淀川通塚本店
大阪市淀川区 八起庵アルデ新大阪
大阪市淀川区 VIA BEER OSAKA
大阪市淀川区 う多幸
大阪市淀川区 塊肉酒場LOVE＆29西中島店
大阪市淀川区 Dining&Bar LAVAROCK
大阪市淀川区 鉄板焼き 一花一葉
大阪市淀川区 バー 19
大阪市淀川区 エスタシオンカフェタイム
大阪市淀川区 Ｃａｆｅ＆Ｂａｒ ＤＥＵＲ
大阪市淀川区 すき家 新大阪西宮原店
大阪市淀川区 大阪王将新大阪店
大阪市淀川区 デュクラス大阪
大阪市淀川区 Lupinus
大阪市淀川区 和心ダイニング 一歩
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大阪市淀川区 回転江戸前すし とれとれ屋 三国店
大阪市淀川区 松葉エキマルシェ新大阪店
大阪市淀川区 スナック奈津子
大阪市淀川区 美々卯 新大阪店本館
大阪市淀川区 La Tepparnya
大阪市淀川区 有限会社はぐるま
大阪市淀川区 黒毛和牛焼肉肉處きっしゃん西中島総本店
大阪市淀川区 天下一品 三国店
大阪市淀川区 街の肉バルBuff西中島店
大阪市淀川区 Amber
大阪市淀川区 屋台居酒屋大阪満マル新大阪店
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
大阪市淀川区 カリトロ十三本店
大阪市淀川区 ぎょうざの満洲 西中島南方店
大阪市淀川区 大衆酒場ヒロタヤ２号
大阪市淀川区 焼肉十三風月
大阪市淀川区 海鮮処 とも吉 十三店
大阪市淀川区 焼肉 匠
大阪市淀川区 魚料理 ふじい
大阪市淀川区 ホリーズカフェ 十三東口店
大阪市淀川区 インド料理セビヤ
大阪市淀川区 まさや阪急三国店
大阪市鶴見区 お好み焼き・鉄板焼き きん太 今福鶴見店
大阪市鶴見区 カフェ・バー ヒロイン・グル
大阪市鶴見区 鳥貴族横堤店
大阪市鶴見区 しゃぶ菜 イオン鶴見緑地
大阪市鶴見区 志な乃亭鶴見本店
大阪市鶴見区 ちゃんぽん亭総本家 イオンモール鶴見緑地店
大阪市住之江区 麺屋大羽住之江
大阪市住之江区 焼肉丼・旨辛うどん すみのえ食堂
大阪市住之江区 じゃんぼ焼鳥 鳥貴族 住之江公園店
大阪市住之江区 活魚料理  広海
大阪市住之江区 カフェ・ド・クリエATC店
大阪市住之江区 火焼PWO（キッチンカーPWO）
大阪市住之江区 どんぶり専門店丼丼亭
大阪市住之江区 どうとんぼり神座 住之江店
大阪市住之江区 麻雀ぼくがんばる
大阪市住之江区 マクドナルド住之江トイザらス店
大阪市住之江区 カレーハウスcoco壱番屋マグ住ノ江店
大阪市住之江区 ハイアット リージェンシー 大阪内１階 彩
大阪市平野区 華かんざし
大阪市平野区 凛
大阪市平野区 ラーメンまこと屋平野馬場店
大阪市平野区 カラオケてる
大阪市平野区 すたみな太郎 平野加美店
大阪市平野区 風林火山
大阪市平野区 だいきうどん瓜破店
大阪市平野区 百舌亭
大阪市平野区 うまいもん．ビストロ ビアンカ
大阪市平野区 雀荘パーク
大阪市平野区 ダイニングがんがん
大阪市平野区 喫茶スナックジュン
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大阪市北区 回転寿司日本一ヨドバシ店
大阪市北区 丸万寿司 OAP 店
大阪市北区 コリアンダイニング李朝園ハービスPLAZA梅田店
大阪市北区 天ぷらまきの梅田
大阪市北区 ワインを嗜むお店 デグラセ（Ｄｅｇｌａｃｅｒ）
大阪市北区 食道園 阪神梅田店
大阪市北区 ｇｌａｄ'ｓ
大阪市北区 やぶそば 阪急うめだ本店
大阪市北区 季節の和とお酒 うめさくら
大阪市北区 米増
大阪市北区 なかた
大阪市北区 初瀬
大阪市北区 Ｔｕｃｕｓｉ
大阪市北区 麺やマルショウ梅田EST店
大阪市北区 四川料理御馥中之島ダイビル店
大阪市北区 train-TRAIN
大阪市北区 ローマ軒阪神梅田店
大阪市北区 新伝兵衛
大阪市北区 TAKEZO
大阪市北区 えん座
大阪市北区 一芯 大阪店
大阪市北区 中央軒マルビル店
大阪市北区 マルモキッチン グランフロント大阪店
大阪市北区 バールイタリアーノクラシコ
大阪市北区 ＭｕｕＭｕｕＤｉｎｅｒ
大阪市北区 鳥二郎 お初天神店
大阪市北区 中国食府 双龍居
大阪市北区 cuimotte nakanoshima
大阪市北区 フランダース・テイル ハービスPLAZA店
大阪市北区 黒門まぐろのエン時ドーチカ店
大阪市北区 つけ麺越木岩
大阪市北区 ビフテキのHibio
大阪市北区 ビフテキのHibio スエヒロ天六店
大阪市北区 Bar N
大阪市北区 ロイヤルホスト東天満店
大阪市北区 兆
大阪市北区 かしわ屋将軍
大阪市北区 日本料理 湯木 本店
大阪市北区 闘鶏次郎
大阪市北区 焼肉万両 東天満店
大阪市北区 ジャマイカブルーマウンテンコーヒー
大阪市北区 韓国料理bibimルクア大阪店
大阪市北区 倶楽部 夢屋
大阪市北区 わらやき屋 大阪北新地
大阪市北区 シェイクシャック 梅田阪神
大阪市北区 韓国酒場コッキオルクア大阪店
大阪市北区 韓国酒場コッキオホワイティうめだ店
大阪市北区 韓国酒場コッキオEST店
大阪市北区 天神ライオン飯店
大阪市北区 石狩漁場 お初天神店
大阪市北区 赤から 梅田東通り店
大阪市北区 赤から 梅田中央店
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大阪市北区 ゆずの庭 梅田店
大阪市北区 咲
大阪市北区 但馬屋 梅田
大阪市北区 1ポンドのステーキハンバーグ タケル 天満店
大阪市北区 肉牧場コマツバラファーム
大阪市北区 串揚げもの旬S SHUNS
大阪市北区 ドトールコーヒーショップ天満駅前店
大阪市北区 スシロー お初天神通り店
大阪市北区 カプリチョーザリンクスウメダ店
大阪市北区 ヒルトン大阪 マイプレイス
大阪市北区 ヒルトン大阪 小宴会場
大阪市北区 ヒルトン大阪 大宴会場
大阪市北区 cafe Tokiona
大阪市北区 マザーリーフ ディアモールフィオレ店
大阪市北区 中之島てっぱんさん。
大阪市北区 すき家 茶屋町店
大阪市北区 Sweets
大阪市北区 島ぬ風 阪急三番街
大阪市北区 アニソンバーMagica
大阪市北区 かに道楽梅田店
大阪市北区 かに道楽北新地店
大阪市北区 カルビ火山堂島店
大阪市北区 魏飯夷堂北新地店
大阪市北区 ビッグエコー茶屋町店
大阪市北区 壱岐島本店
大阪市北区 清十郎グランフロント店
大阪市北区 オステリア ガウダンテ 大阪駅前第四ビル店
大阪市北区 西梅田 禅園
大阪市北区 いづも
大阪市北区 スナック屋台
大阪市北区 はり重グリル阪神梅田店
大阪市北区 四季自然喰処たちばな ヒルトンプラザイースト本店
大阪市北区 大阪小籠包浪曼路
大阪市北区 チキンチキン
大阪市北区 宮崎地鶏炭火焼 車 梅田店
大阪市北区 いきなりステーキ 梅田堂山店
大阪市北区 大安 天満店
大阪市北区 都そば 天満店
大阪市北区 牛たん炭火焼吉次北新地店
大阪市北区 一献三菜
大阪市北区 クラビ バイ チェディルアン
大阪市北区 バケット ヨドバシ梅田店
大阪市北区 ヴィドフランスディアモール大阪店
大阪市北区 屋台居酒屋大阪満マル天神橋５丁目店
大阪市北区 七輪焼肉安安梅田東通り店
大阪市北区 すしざんまい匠北新地店
大阪市北区 焼肉ライク 天満関テレ前店
大阪市北区 たこ焼き居酒屋 となり屋
大阪市北区 炭味家
大阪市北区 デリカフェ・キッチン大阪
大阪市北区 デリカフェエキスプレス大阪
大阪市北区 デリカフェ大阪Ｎｏｒｔｈ
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大阪市北区 月のそら
大阪市北区 Ｄｒｉｐ－Ｘ－Ｃａｆｅホテルヴィスキオ大阪
大阪市北区 Trinity
大阪市北区 串カツ専門店縁日
大阪市北区 Ｗ．ＳＥＴ
大阪市北区 お初天神店焼とんyaたゆたゆ
大阪市北区 クンテープルクア大阪店
大阪市北区 ウェスティンホテル大阪 アマデウス
大阪市北区 ビアテリアプロント大阪堂島店
大阪市北区 ＰＲＯＮＴＯ ＩＬ ＢＡＲ 中之島フェスティバルプラザ店
大阪市北区 LaInattesa
大阪市北区 natural  kitchen めだか
大阪市北区 中納言 大阪駅前第三ビル店
大阪市北区 赤から梅田お初天神店
大阪市北区 焼鳥 市松
大阪市北区 鮨美菜月
大阪市北区 BEER BELLY天満
大阪市北区 天神橋上海食苑
大阪市北区 &ISLAND NAKANOSHIMA
大阪市北区 じゃんぼ總本店 曽根崎店
大阪市北区 おばんざいバー 博多漁家 しらすくじら 
大阪市北区 マンゴツリーキッチンカオマンガイ
大阪市北区 キリンケラーヤマト大阪駅前店
大阪市北区 日本料理ゆずな
大阪市北区 ずんどう屋 梅田堂山店
大阪市北区 稲田屋
大阪市北区 踊るうどん 梅田店
大阪市北区 杵屋梅田堂島地下街店
大阪市北区 そじ坊梅田ハービスプラザ店
大阪市北区 鮨処多田
大阪市北区 クラブ桃
大阪市北区 割烹加門
大阪市北区 直福
大阪市北区 玄三庵 梅田est店
大阪市北区 テーブルオーダーバイキング 焼肉王道 天満駅前店
大阪市北区 鮨処音羽 北新地永楽店
大阪市北区 キリンケラーヤマト曽根崎店
大阪市北区 一六茶寮
大阪市北区 TABLEAU LACERBA タブロ ラチェルバ
大阪市北区 梅田ガーデンファーム/GABURICO
大阪市北区 梅田テラス/Bambina
大阪市北区 小皿中華 桃天 LINKS UMEDA 店
大阪市北区 松葉総本店
大阪市北区 松葉ルクア大阪店
大阪市北区 たこ梅 北店
大阪市北区 たこ梅 分店
大阪市北区 炭焼塊肉とときどきチーズ＃全部肉とチーズのせいだ！梅田テラス
大阪市北区 たこ竹
大阪市北区 Thai Kitchen KAOMANGAI
大阪市北区 鳥傳囲
大阪市北区 CLEVER COFFEE １９５３ ディアモール店
大阪市北区 Cafe FU-plus
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大阪市北区 季節料理 中家(あたりや)
大阪市北区 一軒め酒場 お初天神店
大阪市北区 一軒め酒場 天満店
大阪市北区 大坂おでん焼きとん久
大阪市北区 とっつぁん 天満店
大阪市北区 cerdo y pato
大阪市北区 墨国回転鶏料理 天満店
大阪市北区 焼鳥 とりひめ お初天神店
大阪市北区 すまいる研究所
大阪市北区 天下一品 天六店
大阪市北区 Starry Sky
大阪市北区 MAISON ICHI PLUS
大阪市北区 街の肉バルBuff南森町店
大阪市北区 京都 麺屋たけ井 阪急梅田店
大阪市北区 道頓堀今井
大阪市北区 さかな料理ろっこん
大阪市北区 旧桜宮公会堂
大阪市北区 魚と釜飯 ウオマチ
大阪市北区 美味旬菜 天ぷら吉
大阪市北区 ＤＯＮＮＡＧＯＬＯＳＩ
大阪市北区 アルモニーアンブラッセ大阪 カフェ アロンジ
大阪市北区 料理酒房しょうち
大阪市北区 敦煌
大阪市北区 むさし乃 ホワィティ梅田店
大阪市北区 Banuquet
大阪市北区 肉とチーズがうまい店梅田店
大阪市北区 邪馬村
大阪市北区 ビッグエコー梅田北新地店
大阪市北区 島唄ライブ琉球
大阪市北区 FOODS & BEER アレグレ
大阪市北区 宮武讃岐うどん阪急３番街店
大阪市北区 鮨あずま
大阪市北区 スターダスト
大阪市北区 鳥貴族中崎町店
大阪市北区 BAR&LOUNGE ATHENA
大阪市北区 名桜
大阪市北区 クラブアモン
大阪市北区 はなび 梅田店
大阪市北区 510うどん
大阪市北区 朝まで焼肉 でっせ
大阪市北区 ２９８梅田３号店
大阪市北区 肉の天満屋
大阪市北区 ２９８梅田１号店
大阪市北区 元祖串しゃぶ専門店まつたけ堂山店
大阪市北区 堀内果実園グランフロント大阪店
大阪市北区 kiefel cafe dining ３２番街店
大阪市北区 きたいち酒場
大阪市北区 うどん棒
大阪市北区 なにわ翁
大阪市北区 肉ろばたcarne
大阪市北区 MISTY
大阪市北区 立喰い寿司函太郎  LINKS UMEDA店
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大阪市北区 ミスターケリーズ
大阪市北区 正起屋 ホワイティ梅田店
大阪市北区 中国料理燦宮
大阪市北区 宮上
大阪市北区 ロンドン・ティールーム 阪急メンズ館店
大阪市北区 由多嘉
大阪市北区 IBERICO-YA 北新地店
大阪市北区 豊後太郎
大阪市北区 焼肉弌
大阪市北区 カニジェンヌ 
大阪市北区 ミドル
大阪市北区 やよい軒扇町店
大阪市北区 神仙閣 大阪店
大阪市北区 居酒屋行くなら俺んち来い東通店
大阪市北区 得正梅田店
大阪市北区 LA BODEGA グランフロント大阪店
大阪市北区 はなだこ
大阪市北区 イタリア酒場エントラータ
大阪市北区 アジヨシ梅田東通り店
大阪市北区 ノースセブン
大阪市北区 やまもと屋
大阪市北区 串かつだるま クロス茶屋町店
大阪市北区 ひなた
大阪市北区 銀座篝ルクア大阪店
大阪市北区 セラ・アンフィニィ
大阪市北区 割烹 秋やま
大阪市北区 魚匠 銀平 北新地店
大阪市北区 天満産直市場
大阪市北区 北新地トリュフ蕎麦わたなべ
大阪市北区 や満祢 本店 二葉ビル
大阪市北区 Cafe de Campagne
大阪市北区 麺麓 南森町店
大阪市北区 和座屋 はちまる 茶屋町
大阪市北区 グリル北斗星
大阪市北区 ステーキ＆ハンバーグぶどう亭
大阪市北区 グリル欧風軒
大阪市北区 グリルらんぷ亭
大阪市北区 大阪トンテキ天神橋筋店
大阪市北区 神戸あぶり牧場 本店
大阪市北区 豚々亭
大阪市北区 ＣＲＡＦＴ ＢＥＥＲ ＨＯＵＳＥ ｍｏｌｔｏ！
大阪市北区 きみや大阪本店
大阪市北区 ＰＩＺＺＡ＆ＷＩＮＥ ＢＡＲ ＥＮＴＲＡＴＡ
大阪市北区 たこやき王子 お初天神２号店
大阪市北区 すぱじろう梅田
大阪市北区 ピッツェリア エ トラットリア ダ・ボッチャーノ梅田店
大阪市北区 カフェバーンホーフ自家焙煎珈琲工房
大阪市北区 ふらん
大阪市北区 ターナ・ラ・テラッツア
大阪市北区 ラウンジ阿南
大阪市北区 ソルビバ梅田店
大阪市北区 ラウンジラフテル
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大阪市北区 京都勝牛梅田店
大阪市北区 ホリーズカフェ 堂島アバンザ店
大阪市北区 ホリーズカフェ 大阪駅前第３ビル店
大阪市北区 ホリーズカフェ 大阪駅前第３ビルウエスト店
大阪市北区 串の坊新梅田シティ店
大阪市北区 Ｂｏｘ＆ＢａｒＭＯＭＯＫＡモモカ
大阪市北区 ゆとりちゃん
大阪市北区 ｉ＇ｓ ｒｏｏｍ
大阪市北区 クラフトビアマーケットホワイティうめだ店
大阪市北区 らーめん玉 大阪梅田店
大阪市中央区 回転寿司日本一千日前店
大阪市中央区 和カフェOSAKA粋
大阪市中央区 Ｂａｒ Ｌａｚｙ Ｂｏｎｅｓ
大阪市中央区 純喫茶 アメリカン
大阪市中央区 五條家
大阪市中央区 松のやなんさん通り店
大阪市中央区 大阪グランベルホテル ルーフトップバー
大阪市中央区 味園
大阪市中央区 きりん寺アメ村店
大阪市中央区 道頓堀みつる 心斎橋店
大阪市中央区 パーラー淀屋橋
大阪市中央区 磯野家
大阪市中央区 青空blue大丸心斎橋店
大阪市中央区 レストランユラユラ
大阪市中央区 CONPASSS
大阪市中央区 サル食堂
大阪市中央区 上島珈琲店 大阪証券取引所店
大阪市中央区 上島珈琲店 ＯＢＰ店
大阪市中央区 Live Cafe&Bar Aimyou Ribbon
大阪市中央区 Live Bar Aimyou Ribbon
大阪市中央区 鶏屋 梅星
大阪市中央区 a la maison
大阪市中央区 すき家 京阪天満橋駅西店
大阪市中央区 牡蠣とかはまぐりとか貝賊
大阪市中央区 大阪王将心斎橋アメリカ村店
大阪市中央区 鳥さくもりのみやキューズモール店
大阪市中央区 赤から 難波アムザ店
大阪市中央区 赤から  難波戎橋店
大阪市中央区 鳥二郎  道頓堀店
大阪市中央区 古潭なんばウォーク東店
大阪市中央区 古潭なんばCITY店
大阪市中央区 古潭なんばウォーク中央店
大阪市中央区 すき焼き 善
大阪市中央区 輝
大阪市中央区 島町WINE STAND
大阪市中央区 洋食ふくもと
大阪市中央区 よどやばし燁
大阪市中央区 glue
大阪市中央区 ロゼッタロゼッタ
大阪市中央区 ALI
大阪市中央区 炭火焼肉 蔓牛
大阪市中央区 磯丸水産千日前店
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大阪市中央区 TANTOTANTO 大丸心斎橋
大阪市中央区 すき家 平野町一丁目店
大阪市中央区 旨唐揚げと居酒メシ ミライザカ淀屋橋店
大阪市中央区 クリスピー・クリーム・ドーナツ 北心斎橋店
大阪市中央区 てんぷら ぶん金
大阪市中央区 ロッテリア戎橋店
大阪市中央区 鳥貴族 西心斎橋店
大阪市中央区 Cafe&Meal MUJI難波
大阪市中央区 鳥貴族谷町4丁目店
大阪市中央区 麺FACTORY JAWS
大阪市中央区 ゆゆや
大阪市中央区 ドトールコーヒーショップなんさん通り店
大阪市中央区 土山人天満橋店
大阪市中央区 W OSAKA Oh.lala... (3F All Day)
大阪市中央区 焼肉力丸心斎橋店
大阪市中央区 アイリー
大阪市中央区 大阪骨里香
大阪市中央区 朝ごはん屋さん
大阪市中央区 心斎橋LIME
大阪市中央区 スシロー 難波アムザ店
大阪市中央区 東京竹葉亭 南御堂店
大阪市中央区 すき家 堺筋本町店
大阪市中央区 炭火焼肉ホルモンじゃん
大阪市中央区 ドトールコーヒーショップ難波店
大阪市中央区 大衆酒処 うみさちひこ
大阪市中央区 京おばんざい・うどん・蕎麦 つるはん
大阪市中央区 すき家 谷町三丁目店
大阪市中央区 中国菜火ノ鳥
大阪市中央区 横綱 法善寺店
大阪市中央区 POOL SEPT.
大阪市中央区 千房千日前本店
大阪市中央区 千房道頓堀ビル店
大阪市中央区 鼎泰豊なんばダイニングメゾン店
大阪市中央区 ぷれじでんと千房南本店
大阪市中央区 ざんまい食堂
大阪市中央区 三田屋本店－やすらぎの郷－心斎橋パルコ店
大阪市中央区 おおさか料理淺井
大阪市中央区 水たき料理 博多華味鳥 大阪心斎橋店
大阪市中央区 Summer
大阪市中央区 OPTIMUS cafe
大阪市中央区 LaboRatory
大阪市中央区 CLUB ORIONE
大阪市中央区 台湾タンタンタンメン
大阪市中央区 中国台湾料理鑫福
大阪市中央区 寿司 藤やま
大阪市中央区 鶴橋風月 なんば御堂筋グランドビル店
大阪市中央区 牛たん炭火焼吉次 心斎橋
大阪市中央区 梅乃宿 温酒場 なんばウォーク店
大阪市中央区 club AGE
大阪市中央区 叙々苑 大丸心斎橋店
大阪市中央区 七輪焼肉安安日本橋店
大阪市中央区 鎗屋町つぶらや
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大阪市中央区 ０時
大阪市中央区 喜界島担々麺 香
大阪市中央区 Petit Restaurant Giro
大阪市中央区 Eyeless
大阪市中央区 カツカツかつま 森ノ宮店
大阪市中央区 すき家 長堀橋駅南店
大阪市中央区 日本料理 大阪光林坊
大阪市中央区 ItalianBar PIENO vivace
大阪市中央区 ItalianBarPIENO
大阪市中央区 おばんざいBAR 糸
大阪市中央区 有限会社ぼん繫
大阪市中央区 グミチョコレートパイン
大阪市中央区 膳や 谷町２丁目店
大阪市中央区 musi-vege+cafe なんばCITY店
大阪市中央区 すき家 南船場店
大阪市中央区 ビストロカラト
大阪市中央区 若狭家 南海なんば店
大阪市中央区 らーめん亀王道頓堀店
大阪市中央区 スナック だるま
大阪市中央区 月島屋
大阪市中央区 ＆ISLAND
大阪市中央区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋中央区谷町二丁目店
大阪市中央区 海鮮市場かつら丸
大阪市中央区 四季麺処 めん坊 KINEYA
大阪市中央区 鳥一チキンワン
大阪市中央区 まどもあぜる
大阪市中央区 弘作一
大阪市中央区 本店作一
大阪市中央区 たこ焼き酒場 たこ太 堺筋本町店
大阪市中央区 焼肉ブルズ
大阪市中央区 七ふく神東心斎橋店
大阪市中央区 BAR LIBERTY SHINSAIBASHI
大阪市中央区 紅虎軒 心斎橋
大阪市中央区 CharMagic
大阪市中央区 笑笑 道頓堀店
大阪市中央区 ジャンボカラオケ広場 宗右衛門町店
大阪市中央区 立ち寿司 まぐろ一徹 虎目横丁店 産地直送 地魚酒場 魚八商店 虎目横丁店
大阪市中央区 たこ梅 本店
大阪市中央区 白牡丹 日本橋店
大阪市中央区 マリナパーク cafe
大阪市中央区 祇園囃子なんばウォーク店
大阪市中央区 なにわ麺次郎
大阪市中央区 Mbar
大阪市中央区 焼肉つる牛
大阪市中央区 楽家となり
大阪市中央区 中国料理西安刀削面
大阪市中央区 Luminous
大阪市中央区 日本橋Bucks
大阪市中央区 とんかつ さくら亭
大阪市中央区 グリルキャピタル東洋亭 なんば店
大阪市中央区 Jaksal Chicken
大阪市中央区 chicken&egg CASSIWA

16 / 27 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31日公表分）

大阪市中央区 李家風餃子房
大阪市中央区 まごころ料理 庖丁一本
大阪市中央区 dining BABAA
大阪市中央区 自由軒 難波本店
大阪市中央区 佐之家
大阪市中央区 STAN
大阪市中央区 牛吾
大阪市中央区 焼肉工房花ごよみ
大阪市中央区 京懐石 美濃吉 天満橋店
大阪市中央区 黒毛和牛焼肉 肉處きっしゃん難波店
大阪市中央区 タンバム
大阪市中央区 玄三庵 淀屋橋オドナ
大阪市中央区 宇奈とと本町店
大阪市中央区 正宗屋相合橋店
大阪市中央区 THE LIVELY KITCHEN
大阪市中央区 串の坊戎橋店
大阪市中央区 あたりや食堂なんば店
大阪市中央区 Irish Pub DublinBay
大阪市中央区 秋吉心斎橋南店
大阪市中央区 らぁー麺 一歩
大阪市中央区 焼肉萬野ホルモン舗 三休橋
大阪市中央区 LONG DINH RESTAURANT
大阪市中央区 LONG DINH Restaurant
大阪市中央区 旬魚菜居酒屋大北大手前
大阪市中央区 LONG DINH HOT POT
大阪市中央区 LONG DINH RESTAURANT
大阪市中央区 魚心南店
大阪市中央区 世界の山ちゃん 本町店
大阪市中央区 株式会社正起屋 なんばウォーク店
大阪市中央区 正起屋NAMBAなんなん店
大阪市中央区 世界の山ちゃん 千日前店
大阪市中央区 パンケーキカフェmog
大阪市中央区 谷町 一味禅
大阪市中央区 おでん屋たけし
大阪市中央区 堺筋本町 路地裏ダイニング じぇいず
大阪市中央区 株式会社正起屋 難波店
大阪市中央区 びっくりドンキーアメリカ村店
大阪市中央区 はり重 カレーショップ 
大阪市中央区 under ground
大阪市中央区 イベリコ屋
大阪市中央区 肉料理 くま3
大阪市中央区 友局児音楽バー
大阪市中央区 urarobata
大阪市中央区 しゃぶ笑
大阪市中央区 居酒屋ながほり
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 宗寿苑 ＨＡＮＡＲＥ
大阪市中央区 ふく流ラパス 分家WADACHI
大阪市中央区 ホルモン処こころちゃん
大阪市中央区 アジヨシ千日前店
大阪市中央区 日本橋古樹軒 心斎橋店
大阪市中央区 たく丸
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大阪市中央区 洋食の欧風軒
大阪市中央区 LeCinqueKitahama
大阪市中央区 大阪トンテキなんばウォーク店
大阪市中央区 赤垣屋なんばウォーク店
大阪市中央区 コメダ珈琲店 堺筋本町店
大阪市中央区 プラネットサード心斎橋
大阪市中央区 北浜ルンバ
大阪市中央区 北新地はらみ 法善寺店
大阪市中央区 淳ちゃん寿司
大阪市中央区 旬彩工房 喜あじ
大阪市中央区 旬彩 kiaji
大阪市中央区 Bar&Restaurant  L&L
大阪市中央区 焼肉牛魔 道頓堀店
大阪市中央区 boy
大阪市中央区 炭と蕎麦と酒 今なら
大阪市中央区 寿司なかむら
大阪市中央区 別邸たけ井なんばラーメン一座店
大阪市中央区 鮨うちやま
大阪市中央区 Gottie'sBEEF淀屋橋odona
大阪市中央区 ベジテジや東心斎橋店
大阪市中央区 ＣＬＵＢ ＤＯＯＲ
大阪市中央区 珉珉 心斎橋
大阪市中央区 羅漢本店
大阪市中央区 マキュア
大阪市中央区 八十島
大阪市中央区 フレッシュネスバーガーもりのみやキューズモール店
堺市堺区 カフェ伊太利庵 堺東店
堺市堺区 カラオケらん
堺市堺区 Rose Bar
堺市堺区 ベトナム料理専門店 KOKORO TAM
堺市堺区 そじ坊堺東ショップ南海店
堺市堺区 じゅん平
堺市堺区 鳥貴族三国ヶ丘店
堺市堺区 ＬＩＶＥ ＨＯＵＳＥ 堺Ｔｉｃｋ－Ｔｕｃｋ
堺市堺区 銀だこキッチンイオンモール堺鉄砲町店
堺市堺区 お食事処 むさし屋
堺市堺区 牛かつ上村 イオン堺鉄砲町
堺市堺区 カレーハウスココ壱番屋 南海堺東駅前店
堺市堺区 ZERO
堺市堺区 サンマルクカフェ南海堺東駅店
堺市堺区 鍋ズ キッチン
堺市堺区 鶏屋Wakame
堺市堺区 居酒屋うわじま
堺市堺区 創味割烹 天ぷら 天音
堺市堺区 千房堺高島屋支店
堺市堺区 メンバーズ オーシャン
堺市堺区 一福
堺市堺区 熱血たろやん
堺市堺区 pia Sapido 堺鉄砲町店
堺市堺区 大地の恵
堺市堺区 備徳
堺市堺区 居酒屋 皐月
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堺市堺区 満マル堺東駅前店
堺市堺区 くろ万
堺市堺区 居酒屋 ぐろーばる
堺市堺区 INSTANT
堺市堺区 居酒屋 浦しま
堺市中区 コナズ珈琲堺
堺市中区 BAR T-REX
堺市中区 かつや堺大野芝店
堺市中区 ザめしや堺小阪店
堺市東区 鳥貴族初芝店
堺市東区 洋食ひかり亭
堺市東区 立飲み律ちゃん
堺市西区 バー ハーレーダビッドソン
堺市西区 焼肉特急 堺もず駅
堺市西区 セリアハウス
堺市西区 サーティワンアイスクリーム アリオ鳳店
堺市西区 ペッパーランチ アリオ鳳店
堺市西区 夢厨房
堺市西区 蘭々
堺市西区 きらく
堺市西区 かつや堺鳳中町店
堺市西区 かつや堺石津店
堺市西区 どうとんぼり神座 アリオ鳳店
堺市西区 とりしん鳳店
堺市西区 活け活け魚ー魚ー鳳店
堺市西区 しおじん鳳本店
堺市西区 とんりゅうラーメン本店
堺市南区 串の井 サンピア店
堺市南区 串の井 パンジョ店
堺市南区 新中国料理HARAKAWA
堺市南区 ドトール泉が丘駅前店
堺市南区 職人手焼き鰻 儀門
堺市南区 膳や トナリエ栂・美木多店
堺市南区 マクドナルド 泉北アクロスモール店
堺市南区 PISOLA堺泉北店
堺市南区 とんかついなば和幸泉北店
堺市南区 YAKINIKU BUFFET左近 アクロスモール泉北店
堺市南区 すし一流 堺泉北店
堺市南区 カレーハウスCoCo壱番屋堺インター店
堺市南区 浪花ろばた八角 光明池店
堺市南区 正起屋 泉北パンジョ店
堺市北区 餃子の王将 堺市駅前店
堺市北区 ステーキのどん中百舌鳥店
堺市北区 ペッパーランチ イオンモール堺北花田店
堺市北区 中華料理 王子西安鍋貼館
堺市北区 七輪焼肉安安なかもず店
堺市北区 JOYSOUND北花田店
堺市北区 デンバープレミアムイオンモール堺北花田店
堺市北区 街かど屋新金岡店
堺市北区 居酒屋とも
堺市北区 肉問屋 肉まる商店 イオンモール堺北花田店
堺市北区 マルキ精肉堺百舌鳥店
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堺市北区 得得うどん堺黒土店
堺市北区 マクドナルドイオンモール堺北花田店
堺市北区 Bar SLOW 
堺市北区 今日亭中もず店
堺市北区 アールベルアンジェ Sakai 2F
堺市美原区 カレーハウスCoCo壱番屋 大阪美原店
岸和田市 牛かつ専門店 うし寅 岸和田店
岸和田市 喫茶アラミス
岸和田市 お好み焼き・鉄板焼き きん太 岸和田店
岸和田市 いれぶんソフト
岸和田市 ラーメンまこと屋岸和田三田店
岸和田市 河童ラーメン本舗 岸和田店
岸和田市 千亀利寿司
岸和田市 釜山道川八阪町別館
岸和田市 あつまり処享
岸和田市 レストラン日本
岸和田市 BLUESTAR CAFE
岸和田市 ずんどう屋 岸和田店
岸和田市 マリーナ
岸和田市 ソング
岸和田市 北京 久米田店
岸和田市 餃子の王将 南海岸和田店
豊中市 お好み焼き・鉄板焼き きん太 東豊中店
豊中市 はなまるうどん 豊中インター店
豊中市 炭火焼肉のて 豊中庄内店
豊中市 Lala
豊中市 庄内屋
豊中市 まるじゅうや
豊中市 丸福珈琲店 伊丹空港店
豊中市 蕎麦屋木田
豊中市 清十郎大阪国際空港店
豊中市 ソーシャルスナック さくら
豊中市 海キッチンＫＩＮＯＳＡＫＩ
豊中市 宮崎地鶏炭火焼 車 蛍池店
豊中市 梅の花千里中央店
豊中市 麺家五大力
豊中市 創作鉄板焼 とん平
豊中市 忘れな草
豊中市 居酒屋 ごめんけど
豊中市 グラン・ブルー 伊丹空港店
豊中市 金比羅製麺豊中北緑丘店
豊中市 集
豊中市 志なのすけ庄内店
豊中市 かっぱ寿司 豊中庄内店
豊中市 プロントオトカリテ千里中央店
豊中市 ぎょうざの満洲 豊中駅前店
豊中市 天丼専門店 てんき
豊中市 ステーキハウス神楽 豊中店
豊中市 サロンドイベール
池田市 松のや池田店
池田市 鳥貴族石橋店
池田市 鳥貴族池田店
池田市 旬菜美食 武蔵
池田市 居酒屋さくら
池田市 SWEET DEVIL
池田市 一風堂 池田店
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池田市 Yebisu
池田市 鮨虎駅前店
池田市 天下一品 石橋店
池田市 Yusura
池田市 博多串焼ウマカーよかばい石橋
池田市 ひら川
池田市 ばちや石橋店
吹田市 おでん田八
吹田市 レストラン モンダルジャン
吹田市 ホテルクライトン江坂
吹田市 鳥二郎  関大前店
吹田市 瑞園
吹田市 CHATPATA
吹田市 ぢどり亭吹田
吹田市 大阪 黒船屋
吹田市 満賀利射亭
吹田市 一
吹田市 アトランティック
吹田市 ハレノチ晴
吹田市 銀や千里丘店
吹田市 FOREST GREEN CREPE&BAKE
吹田市 結月庵そじ坊 ららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ店
吹田市 花菱
吹田市 さくらじま
吹田市 街の肉バルBuff江坂店
吹田市 カモメのジョナさん
吹田市 DELICIOUSKITCHENEMONDEL
吹田市 とんかついなば和幸江坂店
吹田市 大同門 江坂店
吹田市 炉端焼 榎坂の蔵
吹田市 さんきゅう水産 吹田店
吹田市 ホリーズカフェ アザール桃山台店
泉大津市 お好み焼・鉄板焼 きん太 泉大津店
泉大津市 鳥プルA
泉大津市 オカジマヤ府中店 （和）
泉大津市 焼肉牛若丸 和泉府中本店
泉大津市 錦わらい 泉大津店
泉大津市 やよい軒泉大津店
泉大津市 スナック ジョワイユ
高槻市 ライヴカフェバー ピアマータ
高槻市 喜楽大蔵司店
高槻市 竹の子
高槻市 ロイヤルホスト高槻店
高槻市 立ち呑み
高槻市 ダイニングカフェカトレヤ
高槻市 餃子天国 高槻店
高槻市 千房高槻阪急支店
高槻市 屋台居酒屋大阪満マル摂津富田店
高槻市 お好み焼はここやねん 高槻駅前店
高槻市 BAR KING
高槻市 山水館
高槻市 屋台居酒屋大阪満マル阪急高槻店
高槻市 杵屋高槻阪急店
高槻市 FOREST GREEN PASTA&BAKE
高槻市 焼肉 大龍虎
高槻市 紫煙荘
高槻市 なんとか高槻
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高槻市 自家製麺 穂の香 高槻アルプラザ店
高槻市 勝六 アルプラザ高槻店
高槻市 高槻阪急 香櫨苑 黒毛和牛一頭買い焼肉
高槻市 芥川築山
高槻市 びっくりドンキー高槻店
高槻市 コメダ珈琲店JR高槻駅北店
高槻市 串家物語アル・プラザ高槻店
高槻市 赤から高槻店
高槻市 来来亭高槻郡家店
貝塚市 和
貝塚市 積木
貝塚市 牛角 貝塚店
守口市 豚屋とん一イオンモール大日
守口市 吉野家ＦＣ大日店
守口市 お好み焼き・鉄板焼き きん太 守口店
守口市 海鮮居酒屋次元
守口市 Ａｍｂｅｒ
守口市 カラオケステージ扇楽
守口市 松味
守口市 七輪焼肉安安大日店
守口市 ホルモン牛蔵
守口市 手打ちうどん工房「穂の香」
守口市 オレンジカップ イオンモール大日店
守口市 鰻・割烹 豊りょう
枚方市 PISOLA東香里店
枚方市 魚屋 あおやぎ
枚方市 居酒屋 春木家
枚方市 ペケペケ
枚方市 お好み焼・鉄板焼 きん太 養父店
枚方市 お好み焼・鉄板焼 きん太 茄子作店
枚方市 お好み焼き・鉄板焼き きん太 出屋敷店
枚方市 アフタヌーンティーティールーム くずはモール
枚方市 ケンタッキーフライドチキンくずはモール店
枚方市 すき家 枚方中宮東之町店
枚方市 デザート王国 ニトリモール枚方
枚方市 やよい軒 枚方店
枚方市 ペッパーランチ ニトリモール枚方店
枚方市 肉の松阪山之上店
枚方市 FOREST GREEN CREPE&BAKE 枚方店
枚方市 ケンタッキーフライドチキン枚方バイパス店
枚方市 バケット くずはモール店
枚方市 ジャンボカラオケ広場 枚方駅前店
枚方市 和食さと 星ヶ丘店
枚方市 極楽湯 枚方店
枚方市 弁慶 招提店
枚方市 カレーハウスcoco壱番屋 枚方国一店
枚方市 あいすはのみもん．
枚方市 麺麓
枚方市 らんちょすキッチン ニトリモール枚方店
枚方市 築地銀だこニトリモール枚方店
枚方市 かっぱ寿司 枚方店
枚方市 志なのすけ枚方店
枚方市 とんかついなば和幸京阪枚方店
枚方市 コメダ珈琲店枚方東インター店
枚方市 台湾甜商店 枚方T-SITE店
枚方市 コメダ珈琲店枚方南店
枚方市 びっくりドンキー枚方店
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枚方市 新和旬祥己
枚方市 肉の匠大野屋本店招提店
茨木市 たこ焼き あきない 茨木真砂店
茨木市 豚屋とん一イオンモール茨木
茨木市 はなまるうどん 茨木宮島店
茨木市 海鮮ダイニングおとと
茨木市 おにぎり家一粒茨木店
茨木市 カプリチョーザ イオン茨木SC店
茨木市 じゅうじゅうカルビ茨木清水店
茨木市 やよい軒 阪急茨木店
茨木市 牛角ＪＲ茨木店
茨木市 炭火焼肉じゅじゅ庵 阪急茨木店
茨木市 洋麺屋五右衛門茨木店
茨木市 炭火焼肉長寿苑
茨木市 牛と鮪EnYA
茨木市 串カツ田中茨木店
茨木市 どうとんぼり神座 イオンモール茨木店
茨木市 かっぱ寿司 茨木宇野辺店
茨木市 鶴橋風月イオンモール茨木店
茨木市 ぎょうざの満洲 阪急茨木東口店
茨木市 来来亭茨木中河原店
茨木市 竹とんぼ
茨木市 大阪屋台居酒屋 満マル JR 茨木駅前店
八尾市 リンガーハット アリオ八尾店
八尾市 お好み焼・鉄板焼 きん太 八尾店
八尾市 とろ麦 リノアス八尾店
八尾市 松屋・松のや近鉄八尾駅前店
八尾市 しゃぶ菜 八尾
八尾市 とりから本舗 アリオ八尾
八尾市 河童ラーメン本舗 八尾店
八尾市 コメダ珈琲店外環八尾北店
八尾市 鰻まる八尾店
八尾市 鳥貴族近鉄八尾駅前店
八尾市 炭火焼屋やいや
八尾市 鳥貴族近鉄山本店
八尾市 ラーメンまこと屋八尾南太子堂店
八尾市 懐石料理佑和
八尾市 割烹新竹
八尾市 クロニックタコスアリオ八尾店
八尾市 夢厨房
八尾市 いきなりステーキ 八尾店
八尾市 土間土間八尾店
八尾市 街かど屋八尾青山町店
八尾市 マール
八尾市 じゃんぼ總本店 JR 八尾駅前店
八尾市 鶏屋 くだかけ
八尾市 麺屋 豚汁亭
八尾市 さくらんぼ
八尾市 うどん山川 八尾店
八尾市 割烹おおとみ
八尾市 炉端焼き酒場一心 八尾店
八尾市 餃子の王将 志紀駅前店
八尾市 荒木酒店
八尾市 揚げ天まるアリオ八尾店
八尾市 さんきゅう水産 近鉄八尾店
泉佐野市 らぁめん天風軒 本店
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
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泉佐野市 河童ラーメン本舗 泉佐野店
泉佐野市 氷楽茶屋 色の雫
泉佐野市 酒房 三平
泉佐野市 焼肉喜寿苑
泉佐野市 パン工房クルール
泉佐野市 大戸屋ごはん処りんくうシークル店
泉佐野市 関空食堂
泉佐野市 和食さと 泉佐野店
泉佐野市 ぽんた
泉佐野市 スナック ピンクベル ( 羽倉)
泉佐野市 スナック メモリー
泉佐野市 ふぐ政泉佐野店
泉佐野市 カラオケ喫茶ヨット
泉佐野市 不動口館
富田林市 喃風 富田林店
富田林市 カフェテラス蘭館 富田林店
富田林市 カラオケ パル
富田林市 焼鳥  とりぞう富田林店
富田林市 焼肉五苑 富田林店
寝屋川市 きらく
寝屋川市 おかめ
寝屋川市 なごみ処 その
寝屋川市 お好み焼き・鉄板焼き きん太 対馬江店
寝屋川市 お好み焼・鉄板焼 きん太 大成町店
寝屋川市 あやめ堂
寝屋川市 めしや宮本むなし 京阪寝屋川市駅西口店
寝屋川市 Joint Bar
寝屋川市 居酒屋 みづき
寝屋川市 四國うどん
寝屋川市 サイゼリヤ寝屋川池田店
寝屋川市 四國うどん
寝屋川市 カラオケスナック さくら
寝屋川市 炭火焼肉工房 いろり屋 寝屋川店
寝屋川市 大阪王将萱島店
寝屋川市 ベビーフェイスプラネッツ寝屋川店
寝屋川市 炭火焼鳥ひよこ家
寝屋川市 桜撫庵
寝屋川市 牛角萱島店
寝屋川市 レインボーハット寝屋川店
寝屋川市 かっぱ寿司 寝屋川太秦店
寝屋川市 手包み餃子酒場サブロー
寝屋川市 薩摩
寝屋川市 スナックeyes
河内長野市 鉄板ダイニング ZIRI
河内長野市 てんとう虫パーク 河内長野店 内カラオケボックス
河内長野市 ガスト河内長野片添店
河内長野市 創作居酒屋もえべえ
河内長野市 日本料理喜一
河内長野市 酒菜亭 丸福
河内長野市 風雷坊
河内長野市 来来亭河内長野店
河内長野市 焼鳥 とりぞう千代田店
河内長野市 居酒屋まさやん
松原市 酒楽 旬
松原市 豚々亭 南花田店
松原市 マラサダとモチコチキンのお店
松原市 お好み焼き金太郎
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松原市 かつや松原三宅店
松原市 ちょい呑みみっちゃん
松原市 銀寿司
松原市 Mr.Pasta
松原市 鳥きんぐ 松原店
松原市 マクドナルド高見の里店
松原市 マクドナルド中環松原店
大東市 ローズマリー
大東市 八剣伝 JR 野崎駅前店
大東市 酔虎伝 住道駅前店
大東市 スナックはつよ
大東市 コメダ珈琲大東谷川店
大東市 カラオケ九重
大東市 ハッケン酒場 四条畷店
大東市 さんきゅう水産 住道店
和泉市 お好み焼き・鉄板焼き きん太 和泉店
和泉市 スナック千
和泉市 喫茶カルム
和泉市 いも膳 いぶき野店
和泉市 カラオケパラダイス和泉店
和泉市 マクドナルド 光明池エムズコート店
和泉市 ずんどう屋 和泉富秋店
和泉市 白木屋和泉府中駅前店
和泉市 中国菜館あんずの花
和泉市 ジョイフル大阪和泉店
和泉市 モンターニュドーレ
和泉市 PISOLA和泉観音寺店
和泉市 肉問屋 肉まる商店 ららぽーと和泉店
和泉市 ルージュ・トマト
箕面市 slow food  restaurante 5+
箕面市 和食さと 牧落店
箕面市 LEICANTING
箕面市 一風堂 箕面店
箕面市 とろ麦 箕面キューズモール店
箕面市 錦わらい 箕面小野原店
箕面市 かっぱ寿司 箕面店
箕面市 BAR ORDINARY
箕面市 ともしび
柏原市 鳥貴族 近鉄河内国分店
柏原市 鳥貴族柏原店
柏原市 味彩 柏原店
羽曳野市 ケンタッキー・フライド・チキン外環羽曳野店
羽曳野市 じゃんぼ總本店 恵我之荘店
羽曳野市 屋台居酒屋 満マル 羽曳野古市店
門真市 キラメキノトリ大阪門真店
門真市 リラクゼーションカフェ103
門真市 めしや食堂大日店
門真市 中華酒屋 龍泉亭
門真市 イタリア料理店primo piatto古川橋
門真市 JungleGorilla
門真市 居酒屋磯よし
門真市 スナック美麗
門真市 魚輝門真店
門真市 クックエプロン
門真市 丸源ラーメン 門真店
門真市 カラオケＤＵＸ門真店
門真市 バーけむり
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門真市 天海
門真市 鳥藤
摂津市 ミスタードーナツ JR 千里丘ショップ
摂津市 ゆうたーん
摂津市 ケンタッキー・フライド・チキン千里丘店
摂津市 チャイナビストロ陽恵菜
摂津市 牛角 千里丘店
摂津市 居酒屋 まっちゃん
摂津市 さんきゅう水産 千里丘店
摂津市 インドネパール料理アグリム
高石市 TUMIKI
高石市 酒房 なか
高石市 ケンタッキー・フライド・チキン第二阪和高石店
高石市 大阪王将高石店
高石市 カレーハウスCoCo壱番屋高石西取石店
藤井寺市 コナズ珈琲藤井寺
藤井寺市 イタリアントマトカフェジュニア藤井寺駅前店
藤井寺市 木曽路藤井寺店
藤井寺市 らー麺藤平 藤井寺ソリヤ店
藤井寺市 すき家 藤井寺駅前店
藤井寺市 ビッグジョー 藤井寺店
藤井寺市 ラーメン五味八珍 藤井寺店
藤井寺市 食処飲処なっちゃん
藤井寺市 恵美坂 福寿司
藤井寺市 bonheur
東大阪市 昇ラーメン
東大阪市 手打ちうどん 三豊
東大阪市 居酒屋 鮎河
東大阪市 お好み焼・鉄板焼 きん太 フレスポ店
東大阪市 松のや瓢箪山店
東大阪市 焼肉１１２９ 高井田店
東大阪市 麺霞
東大阪市 ベルクラシック大阪 調理部 西森義光
東大阪市 おかのみ焼
東大阪市 ロイヤルホスト八戸の里店
東大阪市 鳥貴族瓢箪山店
東大阪市 鳥貴族新石切店
東大阪市 鳥貴族長瀬駅前店
東大阪市 鳥貴族八戸ノ里店
東大阪市 デザート王国 ニトリ東大阪
東大阪市 ラーメンまこと屋近大前店
東大阪市 焼肉西光園布施店
東大阪市 カラオケ愛
東大阪市 焼肉千博てっぺん
東大阪市 サイゼリヤ東鴻池店
東大阪市 大阪王将荒本店
東大阪市 お好み焼 偶 吉田駅前店
東大阪市 天下一品瓢箪山店
東大阪市 街かど屋若江南店
東大阪市 コメダ珈琲店布施駅東店
東大阪市 極楽湯 東大阪店
東大阪市 テーブルオーダーバイキング 焼肉 王道 花園店
東大阪市 えびそば屋 東大阪吉田店
東大阪市 石田寿し
東大阪市 お好み・鉄ぱん 徒生
東大阪市 炉端 安来や
東大阪市 若竹

26 / 27 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31日公表分）

東大阪市 どげん家
東大阪市 板前焼肉 時じ
東大阪市 ダイニングキッチンバーアジト
東大阪市 Spice
東大阪市 ふくちあんラーメン布施渋川町店
東大阪市 bloom
東大阪市 九州らーめん亀王 布施店
東大阪市 丸源ラーメン 東大阪みくりや店
東大阪市 海鮮回転さんきゅう 石切店
東大阪市 さんきゅう水産 若江岩田店
東大阪市 ＮＢ ＳＯＵＮＤ 長瀬店
泉南市 ケンタッキーフライドチキン イオンモール りんくう泉南店
泉南市 鳥さく 泉南店
泉南市 天下一品イオンモールりんくう泉南店
泉南市 サンマルクカフェイオンモールりんくう泉南店
泉南市 ローストビーフ星 イオンりんくう泉南
泉南市 カラオケスタジオ メロディ
泉南市 炙り牛たん万 りんくう店
泉南市 ALLGOODBURGER
泉南市 鶴橋風月りんくう泉南店
泉南市 もりもり寿しイオンモールりんくう泉南店
四條畷市 豚屋とん一イオンモール四條畷
四條畷市 松屋・松のや忍ケ丘駅前
四條畷市 プレシャスビュッフェ
四條畷市 クレープリーカフェシュクレ イオン四條畷
四條畷市 かつ辰 イオンモール四條畷店
四條畷市 わらい食堂 イオンモール四條畷店
四條畷市 ビストロＲｉｐｏｓｏ
四條畷市 どうとんぼり神座 イオンモール四条畷店
四條畷市 ぶっかけふるいち イオンモール四條畷店
交野市 かつ辰 交野店
交野市 和食さと 交野星田店
交野市 炭火焼肉久太郎交野店
大阪狭山市 麺や 四つ葉
大阪狭山市 ロッテリアショップ南海金剛店
大阪狭山市 焼肉 くらべこ 狭山店
大阪狭山市 焼鳥 とりぞう狭山店
阪南市 平野台の湯 安庵 お食事処
阪南市 ふるさと
阪南市 山吉
阪南市 コメダ珈琲店阪南店
能勢町 新橋亭
熊取町 ダルマ堂
田尻町 杵屋関西国際空港３F店
岬町 寿司よし（深日店）
太子町 花さき亭
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