
事業者所在地 事業者名 対象施設名

ジンギスカン　マルタケ ジンギスカン　マルタケ

そば処　丸福 そば処　丸福

株式会社どんぐり 森林工房

株式会社中善 刺身居酒屋なか善

株式会社櫻井千田 株式会社櫻井千田　本社社屋・休憩所

株式会社エムリンクホールディングス リブラぴあ～の

株式会社ホテルメグマ ホテルめぐま

株式会社縄文 らーめん縄文

有限会社アートヘアーライズ アートヘアーライズ

TAC合同会社 アドベンチャーホテル　十和田湖

株式会社善世会 デイサービスセンター高舘山温泉

株式会社善世会 有料老人ホーム高舘山温泉

株式会社イシガメビル イシガメビル

株式会社シー・ワイ・ティ 串焼きとおでん　笑顔亭　青森店

社会医療法人松平病院 カフェレストラン茶居花

ライフル ライフル

合同会社しづか亭 奥州平泉温泉そば庵　しづか亭

寿司たからや 寿したからや

エンプレス エンプレス

カフェパティーナ カフェパティーナ

ミカド電装商事株式会社 ミカド電装商事株式会社

株式会社新本エージェンシー ORO ORO ANNEX

株式会社新本エージェンシー 梵天丸

株式会社新本エージェンシー ORO ORO

株式会社新本エージェンシー KENTO’S

株式会社竹亭 うなぎ竹亭　中山店

株式会社ホテル華乃湯 株式会社ホテル華乃湯

株式会社品川屋 シルクヒルズビル

株式会社坊源 お宿　はなぶさ

公益財団法人電磁材料研究所 公益財団法人電磁材料研究所

竹内商事株式会社 エビアン東一北店

エリスビルディング エリスビルディング

麺家　九十九 麺家　九十九

有限会社しげお 有限会社しげお　酒菜や凛

有限会社ローズデール ネイルサロン＆ネイルスクールローズデール

ハンバーグ＆ステーキの店　ポッポ ハンバーグ＆ステーキの店　ポッポ

株式会社横手城北産業 横手モータースクール

株式会社PROGRESS 株式会社PROGRESS

株式会社ブロードアイ ａｕショップさくらんぼ東根

株式会社ブロードアイ ａｕショップ鶴岡新斎町

株式会社ブロードアイ ａｕショップ尾花沢

宮城県

秋田県

大規模感染リスクを低減するための高機能換気設備等の導入支援事業

採択者一覧

北海道

青森県

岩手県

山形県



事業者所在地 事業者名 対象施設名

株式会社有頂天 麵屋　安部製麺所

有限会社パル ソフトバンク東根

有限会社グルメ小僧 グルメ小僧　万吉

かたの歯科医院 かたの歯科医院

株式会社人形の東月
人形の東月
ヴィアラッテ

株式会社Grantic 天蕎庵 樹志

株式会社ありがとうカンパニー やきとり十八番 湯本店

株式会社ありがとうカンパニー やきとり十八番 平店

株式会社キャッツナイン セキセイ太田町ビル

株式会社クサカ印刷所 株式会社クサカ印刷所

株式会社スプラウト スプラウト　ブリトマート店

三森歯科医院 三森歯科医院

福島明星株式会社 手延べうどん　むぎの里　札幌八軒店

チムニー東海店 チムニー東海店

医療法人青藍会 大場内科クリニック

茨城豚そば特龍・いきなり俺のジンギスカン水戸
店・いきなり俺のジンギスカン土浦店

茨城豚そば特龍・いきなり俺のジンギスカン水戸
店・いきなり俺のジンギスカン土浦店

株式会社エフ・エー・システム 株式会社エフ・エー・システム

株式会社つくし ビジネスホテルつくし

株式会社インターサポート ゴールデンサンビーチホテル

有限会社ちゃいなはうす 有限会社ちゃいなはうす

有限会社柏陶園

スタジオニューサンレー スタジオニューサンレー

ふうふう亭 ふうふう亭

みとう整骨院 みとう整骨院

医療法人眞晴会 田崎医院

医療法人口福会　石川歯科医院 石川歯科医院

株式会社アズマ 榊原会館

株式会社ヒタチ設備 株式会社ヒタチ設備

株式会社ファイン ﾌｧｲﾝ

株式会社リュクス ﾘｭｸｽ

佐野西村眼科クリニック 佐野西村眼科クリニック

社会福祉法人すぎのこ会 障害者支援施設　ひのきの杜

社会福祉法人すぎのこ会 もくせいの里

有限会社陽光 ふらっとKenyu

有限会社ﾃﾞｨｰﾜﾝｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ ｳｯｽﾞ

有限会社寿司かん八 有限会社寿司かん八

リンクスペース株式会社 ﾘﾝｸｽﾍﾟｰｽ株式会社

株式会社長建産業 株式会社長建産業

山本バレエ有限会社 山本バレエスタジオ　本部・飯田町教室

社会福祉法人鳥の里会 鶴生田こども園

有限会社そば処はせ川 そば処はせ川

有限会社そば処はせ川 そば処はせ川

福島県

茨城県

栃木県

山形県

群馬県



事業者所在地 事業者名 対象施設名

イタリア料理アトリ イタリア料理アトリ

エス・プロジェクト MusicCafe エンジェル

カットスタジオ　レイラ カットスタジオ　レイラ

グルメたつのこ グルメたつのこ

なかじまクリニック なかじまクリニック

ハートムリビング株式会社 ハートムリビング株式会社

らーめんみずさわ東川口店 らーめんみずさわ東川口店

らーめんみずさわ東大宮店 らーめんみずさわ東大宮店

医療法人慈公会　公平病院 医療法人慈公会　公平病院

医療法人社団ケイアイディ こばやし小児科

医療法人翔光会　にしじまクリニック 医療法人翔光会　にしじまクリニック

永騰株式会社 台湾料理　真味

株式会社RITTAN 個室居酒屋とりこ　琴似店

株式会社ウイック保険サービス 株式会社ウイック保険サービス

株式会社道 御成屋

株式会社道 横濱家系ラーメン　とりとん

株式会社BRILLER（ブリエ）

株式会社レジャラン 名古屋レジャーランド大高店

株式会社レジャラン ゲームパニック三郷

株式会社レジャラン 岐阜レジャーランド穂積店

義丸 義丸

高萩歯科 高萩歯科

合同会社　ｏｃｔｏ 美容室　ｏｃｔｏ

社会福祉法人さくら草 デイセンターさくら草

社会福祉法人さくら草

社会福祉法人済誠会 こひつじ保育園

有限会社W 有限会社Wexe

有限会社ウッドベル メゾン・ドゥ・ヴァン

有限会社和風レストランとき 和風レストランとき

ピッツェリア　ポジターノ ピッツェリア　ポジターノ

医療法人社団幸樹会　おゆみのクリニック おゆみのクリニック

医療法人社団北陽良心会 おおさか循環器内科生活習慣病クリニック

株式会社オアシスグループ

株式会社オアシスグループ イスカンダル木更津店

丸庄ビル 丸庄ビル

長寿庵 長寿庵

有限会社成久 中華料理成久

Bar El Rocio Bar El Rocio

Craft Beer Cafe PROST Craft Beer Cafe PROST

Music Bar NAGASAKI /讃岐うどん萬斎 Music Bar NAGASAKI /讃岐うどん萬斎

株式会社レブロン 松吉商店

シンプロメンテ株式会社 メンテナンス道場

ハンドベルアカデミージャパン スタジオきりく経堂

東京都

埼玉県

千葉県



事業者所在地 事業者名 対象施設名

ブレーンバンク株式会社 四谷学院 梅田校

ヘアーサロン　イシイ ヘアーサロン　イシイ

安与商事株式会社 柿傳ギャラリー

安与商事株式会社 安与ホール

伊藤病院 伊藤病院

横山高円寺南医院 横山高円寺南医院

海王星株式会社 魚縁

楽元株式会社 居酒屋縁の宴(エンノウタゲ)

株式会社FEEL CONNECTION FEELCYCLE　栄

株式会社FEEL CONNECTION FEELCYCLE　川崎

株式会社FEEL CONNECTION FEELCYCLE　仙台

株式会社FEEL CONNECTION FEELCYCLE　名古屋

株式会社HIGUCHI イタリアン食堂グランパ・サンモール店

株式会社ホワイトエステート 上野ORAGAビル

株式会社マリンハウス 居酒屋　海の家

株式会社東京フード ぼてぢゅう　渋谷店

株式会社平成商事 ＴＭ花咲町ビル1階

株式会社奉徳はないけ さわやかピュア府中店

株式会社奉徳はないけ さわやかピュア練馬店

株式会社奉徳はないけ さわやかピュア日高店

株式会社奉徳はないけ さわやかピュア八王子中野上町店

株式会社奉徳はないけ さわやかピュア東村山野口町店

株式会社奉徳はないけ さわやかピュア羽村羽東店

株式会社奉徳はないけ さわやかピュア所沢荒幡店

株式会社奉徳はないけ さわやかピュア国分寺弁天通り店

株式会社奉徳はないけ さわやかピュア坂戸泉町店

株式会社奉徳はないけ さわやかピュア昭島昭和町店

株式会社奉徳はないけ さわやかピュア町田木曽店

株式会社FOCUS　中国旬彩SORA 中国旬彩SORA

株式会社Junction69 高山珈琲店

株式会社SMS La vie a la Campagne

株式会社アイム La・Ra・La NUMAZU

株式会社あら井鮨総本店

株式会社アルファスポーツ スマートフィット100 墨田鐘ヶ淵店

株式会社ゼロ 天空の雫

株式会社ノメナ 上菊ビル

株式会社バールアンドリーブル 八仙花

株式会社ユース産業 ラウンジＣＡＲＯＬ

株式会社紀尾井コーポレーション エリオロカンダイタリアーナ

株式会社細井

株式会社食楽 食楽

合同会社T＆T エクリュ・カフェ

合同会社T＆T きなり

東京都



事業者所在地 事業者名 対象施設名

砦アドバンフーズ有限会社 麺の坊　砦

三井住友ファイナンス＆リース株式会社

三井住友ファイナンス＆リース株式会社 ユニオン中城店

春波 春波

焼とり・ちゃんこ　どすこい 焼とり・ちゃんこ　どすこい

前澤歯科医院 前澤歯科医院

炭火焼鳥ゆうちょう 炭火焼鳥ゆうちょう

東京牧場株式会社 東京牧場横浜レストラン（仮）

東光エンターテインメント株式会社 TK-SHIBUYA

日本エネルギー管理センター株式会社 日本エネルギー管理センター

板前料理一蔵 板前料理一蔵

美工株式会社 美工本郷第２ビル

豊恵株式会社

有限会社Hiro'ｚ レストラン馥香

有限会社天龍 有限会社天龍

有限会社リアルプライド つけ麺　中華そば　節府中店

有限会社柳屋

鈴木敏章 用賀STビル

和しょく　えびはら 和しょく　えびはら

Carta(カルタ) Carta(カルタ)

株式会社ギオン 株式会社ギオン　大野台センター

株式会社成建 株式会社成建本社ビル/グリンビル成建

株式会社ＭＱ６ ＭＱリゾート茨島店（パチンコ店）

株式会社リフテック
①グランデュオイルカ2号館
②イルカの家
③イルカの家あしがら

株式会社伍和葬祭 伍和斎場

株式会社田代吉右衛門本店 小田原かまぼこ発祥の店鱗吉

合同会社小田原かまぼこ発信隊 おでん本陣/三頭心

松登久 松登久

富士箱根サービスステーション　蔵一 富士箱根サービスステーション　蔵一

有限会社ライズ 美容室HEART中山駅前店

有限会社ライズ 美容室HEART青葉台店

有限会社アルテミス Club アルテミス

有限会社マキ寝具店 マキ寝具店

有限会社西田ペットクリニック 西田ペットクリニック

有限会社里沙コーポレーション 美容室　イレブンカット鴨宮店

Loyle 美容室ロイル

株式会社ホテルニュープラザ 株式会社ホテルニュープラザ

新潟県 株式会社ひらせいホームセンター ひらせいホームセンター分水店

クレール×クレール クレール×クレール

株式会社ラ・セリオール 海と湯と宿ラ・セリオール

株式会社丸五 パレス扇寿

株式会社大昇 番やのすし小杉店

富山県

神奈川県

新潟県

東京都



事業者所在地 事業者名 対象施設名

株式会社大昇 番やのすし古沢店

富山県商工会連合会 富山県中小企業研修センター

北銀リース株式会社 大成整形外科医院

こどもプラスかなざわ株式会社 こどもプラス　南、野町、疋田、野々市、泉野

医療法人社団中田内科病院

株式会社ウルトラパワー

株式会社エムアンドケイ （仮称）金沢まいもん寿司　東山店

株式会社トコシエ

株式会社トコシエ (仮称)ぎゅうばか　横川店

株式会社トコシエ 株式会社トコシエ　もりの里焼肉店

来来亭南神保店 来来亭南神保店

学校法人福井県理美容学園 福井県理容美容専門学校

株式会社やまに 株式会社やまに

三井歯科医院 三井歯科医院

ひぐち美容室

ファミリー食堂　宝来 ファミリー食堂　宝来

一般財団法人人材開発センター 一般財団法人人材開発センター富士研修所

有限会社森の家久野屋 森の家久野屋

有限会社アップルフード お食事処　あやの　上野原本店

有限会社かげつ 銘石の宿　かげつ

オルガン開発株式会社 大阪オルガンビル

個人事業主

サンラウンジ長野店 サンラウンジ長野店

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ　ｱﾄﾗｽｱｽﾚﾁｯｸあなん ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ　ｱﾄﾗｽｱｽﾚﾁｯｸあなん

医療法人社団山力会 介護老人保健施設千年の緑

株式会社よろずや 碧真店

株式会社上田温泉　ホテル祥園 株式会社上田温泉　ホテル祥園

株式会社アルプファミーリェ いやしの宿　楽々花　（ららか）

株式会社志賀スキーロッヂ ホテルホゥルス志賀高原

都路本（つじもと） 都路本（つじもと）

有限会社一梅 浪花の味　一梅

coffee&Rest希林館 coffee&Rest希林館

CPサロンriche CPサロンriche

HKZ合同会社 フィトイージー富山射水店

ウッドノウト美容室 ウッドノウト美容室

ナチュラルカフェ蔵 ナチュラルカフェ蔵

ヘアーサロンエサキ

医療法人高井外科 医療法人高井外科

医療法人優愛会 たなか耳鼻咽喉科

医療法人旺志会　西可児歯科医院  医療法人旺志会　西可児歯科医院

王和株式会社 あじへい

株式会社木村葬祭 みどり斎苑

有限会社カケノ カケノ

岐阜県

山梨県

長野県

富山県

石川県

福井県



事業者所在地 事業者名 対象施設名

岐阜県 有限会社河宮商店 Ｍａｍ’ｓ

ＡｓｈＨ （仮）町家カフェ　太郎茶屋鎌倉　浜松鴨江店

ＣＨＡＰＴＥＲ ＣＨＡＰＴＥＲ

STAGE ZERO STAGE ZERO

エスティーム株式会社 STMPARK

個人事業主

デイジー薬局 デイジー薬局

ふるさと ふるさと

ヘアーベースダンク ヘアーベースダンク

医療法人社団明好会 仲町歯科医院

医療法人社団栄成会
　　　　　　　　おおや整形外科クリニック

おおや整形外科クリニック

医療法人社団三幸会 横割皮ふ科クリニック

医療法人社団慈浩会 杉谷小児科医院

医療法人社団博英会　徳山整形外科 徳山整形外科

医療法人社団楷咲会 下山眼科クリニック

医療法人社団グリーンハート みどりのふきたクリニック

医療法人社団静岡循環器クリニック
医療法人社団静岡循環器クリニック
　　　　　　　　　　　　　　　　　　おもて循環器科

医療法人社団皓歯会　ひだ歯科医院 医療法人社団皓歯会　ひだ歯科医院

株式会社山亜里製茶 株式会社山亜里製茶

株式会社あさば旅館涵水閣 株式会社あさば旅館涵水閣

株式会社ニュー熱川プリンスホテル 熱川プリンスホテル

株式会社藤枝パークインホテル 藤枝パークインホテル

静岡ピンポン倶楽部 静岡ピンポン倶楽部 Café de Ping Pong

村田屋 村田屋

富士山岡村牧場 富士山岡村牧場直売場

有限会社祭ばやし 祭ばやし

有限会社アカオ商店 カフェアジール

BAR KAIDO BAR KAIDO

BARBER　FUJII BARBER　FUJII

dam hair dam hair

Republic Republic

アカネフォート あかね写真館

お食事の店おぐら お食事の店おぐら

カットサロンウエハラ カットサロンウエハラ

株式会社SKG SK PULS

グラナダヘアーデザイン グラナダヘアーデザイン

ジャパンレンタカー株式会社 ジャパンレンタカー株式会社本社ビル

ニューコンズ株式会社 龍リゾート＆スパ

パティスリーしあわせのえき パティスリーしあわせのえき

マ－ジャンクラブ中豊 マ－ジャンクラブ中豊

ルイード ヘア ワークス ルイード ヘア ワークス

医療法人雅会 （仮名）医療法人雅会

愛知県

静岡県



事業者所在地 事業者名 対象施設名

医療法人桜桂会 福祉施設　来果

医療法人松井歯科医院 医療法人松井歯科医院

医療法人亜弓会 ひらい眼科

医療法人久野整形外科 医療法人久野整形外科

医療法人健口会 医療法人健口会　一宮苅安賀歯科こども歯科

医療法人仁心会加藤クリニック 加藤クリニック

株式会社大喜屋 支留比亜珈琲店 小幡店

株式会社HKホールディングス つけ麺・ラーメン　フジヤマ55　東岡崎駅前店

株式会社JBイレブン 桶狭間タンメン　共和店

株式会社JBイレブン ロンフーキッチン加木屋中華　東海店

株式会社オハヨーサン 龍リゾート＆スパ

株式会社サンエス 株式会社サンエス

株式会社ノブナガ Four Roses

株式会社プロスコーポレーション キッチン　セジョン

株式会社まるは 南知多　豊浜本店

株式会社リーン・スタイル リーン・スタイル　名古屋徳重

株式会社加藤 ﾃｨｰﾌﾞﾙｰｸﾞﾚｲ

株式会社木曽路 木曽路春日部店

愛協産業株式会社 天然温泉かきつばた

久野歯科医院 久野歯科医院

金森歯科医院 金森歯科医院

合資会社　幸島薬局 こうしま薬局東店

合同会社まりもの家 デイサービス　まりもの家

滋味活彩　花ひで 滋味活彩　花ひで

西中町クリニック 西中町クリニック

村瀬電気株式会社 村瀬電気株式会社本社

大嶽徳之税理士事務所 大嶽徳之税理士事務所

東邦総合サービス株式会社 モアリビングOKESHO 春日井店

美容室S＆K 美容室S＆K

美容室パーツェマミ 美容室パーツェマミ

柊山ガーデン 柊山ガーデン

本多ファミリー歯科 本多ファミリー歯科

有限会社ishiguro 有限会社ishiguro

有限会社ディライト 有限会社ディライト

有限会社エスエムケイ 寿司幸

有限会社サカエ商事 一宮甲羅本店

来来亭一宮開明店 来来亭一宮開明店

THE TEA HOUSE THE TEA HOUSE

カフェ グランヒル カフェ グランヒル

ゴーイチイチヘアー（511 HAIR） ゴーイチイチヘアー（511 HAIR）

個人事業主

タニグチ歯科医院 タニグチ歯科医院

まついけ歯科 まついけ歯科

愛知県

三重県



事業者所在地 事業者名 対象施設名

みなみがおか歯科・矯正歯科 みなみがおか歯科・矯正歯科

医療法人清潮会 赤坂クリニック

医療法人たなか歯科 医療法人たなか歯科医院

医療法人やました整形外科 医療法人やました整形外科

医療法人福和会　福吉眼科 医療法人福和会　福吉眼科

株式会社とりいちフードサービス とりいち本店

株式会社旅する温泉道場 四日市温泉 おふろcafé湯守座

高山歯科医院 高山歯科医院

社会福祉法人長寿会 デイサービスなでしこ苑

辻クリニック 辻クリニック

有限会社アルテフィーロ 有限会社アルテフィーロ

有限会社クロスフォー ＲＯＳＥ

有限会社ヌーティック 有限会社ヌーティック

有限会社観光旅館福壽荘 福寿荘

有限会社観光旅館福壽荘 はいふう

有限会社矢野ファーマシー 矢野薬局

株式会社Ｔ＆Ｄ ホテルサンクレスト

株式会社千成亭風土 せんなり亭　伽羅

株式会社本気 来来亭瀬田店

株式会社sublime ナルカフェ

株式会社平和堂 フレンドマート安土店

株式会社平和堂 フレンドマート山東店

株式会社平和堂 フレンドマート湖北店

社会福祉法人まんてん 特別養護老人ホーム　まんてん塩津

有限会社小川亭 有限会社小川亭

Ｃafe　du moku

EVERGREEN EVERGREEN

あらし山　めん処こばやし めん処こばやし

ジェイ・ディー・ピーコーポレーション株式会社 ジェイ・ディー・ピーコーポレーション株式会社

スポーツクラブ　クラブコング スポーツクラブ　クラブコング

ふじわら歯科クリニック ふじわら歯科クリニック

ヘアーデザイン　BLANC ヘアーデザイン　BLANC

学校法人　立命館
立命館大学びわこ・くさつキャンパス
　　　　　　　　　　　　　　　　ローム記念館

株式会社ナカイチ 祇園新橋 中谷

株式会社天庄 ハーミットグリーンカフェ

株式会社日光社 コワーキングスペース サラ メルクリオ

株式会社美濃吉

株式会社トナミヤ 太陽カレー

株式会社小松藤 酒商　おまっとう

株式会社福山 昭恋館よ志のや

祇をんきらら合同会社 祇をんきらら

居酒屋ぶあいそ 居酒屋ぶあいそ

京都府

滋賀県

三重県



事業者所在地 事業者名 対象施設名

居酒屋わっしょい 居酒屋わっしょい

京都パイル繊維工業株式会社 本社　事務所棟

社会福祉法人宇治福祉園 みんなのき三室戸こども園

上桂卓球場 上桂卓球場

新妍不動産 月見ホテル

（仮称）CAFÉ＆BAR　笑 （仮称）CAFÉ＆BAR　笑

『鶏さん』　（とりさん） 『鶏さん』　（とりさん）

ＡＫＡＭＡＲＵ株式会社 アカマルスケートパーク

AkaSaka AkaSaka

ALLURE ALLURE

ATOM ATOM

BAR GEAR BAR GEAR

Bar PROST Bar PROST

ＢＡＲ　ＳＣＡＲＬＥＴＴ ＢＡＲ　ＳＣＡＲＬＥＴＴ

Bar Seven Bar Seven

Beers&Bar　ＮＯＬＡ　寺田秀嗣 南地ターミナルビル2階

Be-spin

ｃａｆｅ　なかちよ

Dish24 ば～る　K2

FiB株式会社 BarB-TRIP北新地

ＦＩＲＳＴｆｉｔ（ファーストフィット） SECOND fit（セカンドフィット）

Groubylucia Groubylucia

HEAVENS KITCHEN BOOST HEAVENS KITCHEN BOOST

HTG有限責任事業組合 はたがやレバー 堺筋本町店

JADE JADE

KEI(カフェ＆ビストロVous -ぶぅ-)

Link

LiveHouse LIP2nd LiveHouse LIP2nd

ＭＪ ＭＪ

NOSTRA NOSTRA

Oeuf Café　ウッフカフェ

ONESHOTDOWN ONESHOTDOWN

Patisserie遊心 Patisserie遊心

Precieuxse endroit Precieuxse endroit

ＳＨＡＧＤＡＲ　ＭＵＮＫＨＺＵＬ
（シャグダル　ムンフズル）

スパークル

Sky Sky

Smile5株式会社 MARUFUJI CAFÉ 天王寺北口店

StandingBAR夢 StandingBAR夢

Sun Climb Sun Climb

tsubaki tsubaki

WINEHOUSE　SANOYA WINEHOUSE　SANOYA

アームエンタープライズ株式会社 OSAKA MUSE

アサヒ軽金属工業株式会社 アサヒ軽金属ビル

京都府

大阪府



事業者所在地 事業者名 対象施設名

アスリート株式会社 Go For It CrossFit Kitahama

アスリート株式会社 Go For It CrossFit Shinsaibashi

アトムビル1~2F アトムビル1~2F

アトムビル3~6F アトムビル3~6F

イタリア料理　CIBI イタリア料理　CIBI

イタリア料理とんがらし イタリア料理とんがらし

いづつ いづつ

いり新 いり新

いわたや 日祥ビル

エスパーニャ・バル・ハポロコ エスパーニャ・バル・ハポロコ

オーク今里ビル オーク今里ビル

おばんざい　咲佑 おばんざい咲佑

お好み焼きArAkA　北浜本店 お好み焼きArAkA　北浜本店

かじや町　加寸'吉 かじや町　加寸'吉

カトマンドゥカリー　PUJA高槻本店 カトマンドゥカリー　PUJA高槻本店

カフェ・オノマトペ カフェ・オノマトペ

カフェピアチェーレ カフェピアチェーレ

カフェレカ カフェレカ

株式会社萬輝 焼肉萬輝

からあげ酒場ゆうちゃん からあげ酒場ゆうちゃん

カラオケ　パブ　とまと カラオケ　パブ　とまと

カラオケバーTOMO カラオケバーTOMO

キッチン&ﾊﾞｰZEN キッチン&ﾊﾞｰZEN

ケルビムクリエイト　C.Cafe C.Cafe

ゴールデン玉川 ゴールデン玉川

個人事業主

コメダ珈琲店四ツ橋新町店 コメダ珈琲店四ツ橋新町店

ころころ亭 ころころ亭本店　平野別邸

ころころ亭桃梦　佐野高志

サンシャイン瓢箪山 サンシャイン瓢箪山

さんぽ 創作揚げ工房　さんぽ

しまなみふれんちMurakami しまなみふれんちMurakami

すぎた子どもクリニック すぎた子どもクリニック

スターライト スターライト

スナック　ＶＩＣＴＯＲ スナック　ＶＩＣＴＯＲ

スナックエナジ スナックエナジ

スペイン食堂　La Oliva スペイン食堂　La Oliva

ダイニングおくの ダイニングおくの

てっぱんSesame てっぱんSesame

トゥルヌッソル トゥルヌッソル

とり琉 とり琉

とり琉　豊中本町店 とり琉　豊中本町店

なかはら整骨院 なかはら整骨院

大阪府



事業者所在地 事業者名 対象施設名

ビストロとんとろすぶた　そら ビストロとんとろすぶた　そら

ひゃくえもん十三店 ひゃくえもん十三店

ビューティーハウスモア ビューティーハウスモア

ふじばやし鍼灸整骨院 ふじばやし鍼灸整骨院

ベティのマヨネーズ ベティのマヨネーズ

ベルウッド ベルウッド

べるでキッチン

まことや誠寿司 まことや誠寿司

まさはん亭 まさはん亭

マドモアゼル マドモアゼル

もつ彦 心斎橋ヨーロッパ通り店 もつ彦 心斎橋ヨーロッパ通り店

やなぎだ鍼灸整骨院 やなぎだ鍼灸整骨院

よさこい本店 よさこい本店

ラウンジゆか ラウンジゆか

ラウンジ円山 ラウンジ円山

ラビットビル ラビットビル

レストラン乃呂 レストラン乃呂

ロコマイカイフラ ロコマイカイフラ

ロジュマンタワー大阪天満橋管理組合
ロジュマンタワー大阪天満橋
　　　　　　　　　　　　 コミュニティールーム

ろばた　ちとせ ろばた　ちとせ

ワールドプロテクター株式会社 チェディルアン北堀江本店

ワイ・テイ・ワイ産業株式会社 びっくりドンキー住之江店

旭区清水整骨院 旭区清水整骨院

医療法人のがみ泉州
　　　　　　　　　リハビリテーションクリニック

医療法人のがみ泉州
　　　　　　　　　リハビリテーションクリニック

医療法人弘仁会　まちだ胃腸病院

医療法人森川歯科八尾本町診療所 医療法人森川歯科八尾本町診療所

医療法人菱友会 ひしだ歯科クリニック ホワイトエッセンス香里園

医療法人悠仁会 医療法人悠仁会稲田クリニック

遠山商事株式会社 North Hamar

花小路　倉岡小百合 居酒屋　花小路

株式会社ジェイズ・コーポレーション 株式会社ジェイズ・コーポレーション　本社

株式会社ビター ビター３２

株式会社モスト保険企画 株式会社モスト保険企画

株式会社モナ カクレンガ（飲食店）

株式会社杏花村 炉ばた焼　網衆

株式会社杏花村 炉ばた焼　船番所

株式会社杏花村 炉ばた焼　かくれ茶屋

株式会社杏花村 炉ばた焼　わすれ茶屋

株式会社杏花村 炉ばた焼　力丸茶屋

株式会社杏花村 炉ばた焼　網場

株式会社奥田 株式会社奥田

株式会社垣内開發 (仮)鉄板酒場　かきうち

大阪府



事業者所在地 事業者名 対象施設名

株式会社響あい DREAM  HEART

株式会社光 魚ダイニング　光

株式会社恒づね ステーキカッポー恒づね

株式会社三輪 天麩羅とお蕎麦  三輪

株式会社松創 創´s  Style

株式会社松尾電設

株式会社川口 ヨネザワ鶏肉店

株式会社大之介 うまいもんや　大之介

株式会社大和屋本店 大和屋本店

株式会社長禄 家族亭南千里店

株式会社津久見 すし炉端　津久見

株式会社田邊 焼肉千博　てっぺん

株式会社南海グリル 株式会社南海グリル　本店ビル　天兆閣別館

株式会社二和商事 デリカショップ　モリガキ

株式会社博多ラーメン げんこつ 博多ラーメンげんこつ　杭瀬店

株式会社博多ラーメン げんこつ 博多ラーメンげんこつ　梅田店

株式会社裕太朗水産 こたや

株式会社濱寿司 濱寿司本店

株式会社萬輝

株式会社AZURE GHOST ultra lounge

株式会社Casetta Casetta.

株式会社CENTER 屋台居酒屋 大阪 満マル 藤井寺店

株式会社Eight Dining 本格炉端・海鮮串焼き　八八

株式会社ＨＥＩＺＯ　ＫＩＴＣＨＥＮ メサヴェルデいしきり

株式会社MASA 居酒屋　正

株式会社MILABO 旬鮮やました

株式会社plus mink Lounge Mink

株式会社PROJECT BY うお家猫八

株式会社PROJECT BY CCCC（フォーシー）

株式会社R&Aホールディングス Lucia hair clear

株式会社RL Color`s茨木

株式会社RL Lucia hair cabana

株式会社RL Color`s伊丹

株式会社ＲＴＪ ピタットハウス西田辺店  株式会社ＲＴＪ

株式会社SENSACION 鳥貴族 上本町店

株式会社SENSACION 鳥貴族 住之江公園店

株式会社SUN 開運丸ラーメン　吹田店

株式会社イデア かんろ天六

株式会社イデア 北浜　鳥匠Ren

株式会社イデア 車　北新地店

株式会社ウォーターリリィ ANTARES

株式会社うお健 うお健ごちそう村

株式会社エス・エー・グループ ムガル本町店

大阪府



事業者所在地 事業者名 対象施設名

株式会社エムケイワールドフードサービス バールマン天六店

株式会社オールドギア 明日の元気製作酒場”てんぐ屋”

株式会社ケー・エフ・シー

株式会社こうむら 海鮮屋台 おくまん 宝塚店

株式会社こうむら 海鮮屋台 おくまん 西宮店

株式会社こうむら 海鮮屋台おくまん北加賀屋店

株式会社こうむら 海鮮屋台 おくまん 本八幡店

株式会社こうむら 海鮮屋台 おくまん 天満橋店

株式会社こうむら 海鮮屋台おくまん 姪浜店

株式会社さくら ホテル　クオーツ新大阪

株式会社ササキ やき鳥　ササキ

株式会社サランチェ サランチェ江戸堀

株式会社サンサンシステム ATOM-UMEDA-

株式会社サンサンシステム shiny

株式会社セルビスサービス ナチュラルガーデン

株式会社セルビスサービス パン・ド・エッセ

株式会社にし家

株式会社パトリア お気軽天ぷら処天神

株式会社ビロー びっくりドンキー泉北店

株式会社ビロー 丸源ラーメン羽曳野店

株式会社ビロー 丸源ラーメン泉佐野店

株式会社フローレンス

株式会社ベルエポック マクドナルド　空港線走井店

株式会社マシン三洋 株式会社マシン三洋本社

株式会社やまもと 花園スペインバル HEIZO

株式会社ラ・ヴィーニュ 周防町シャンブル

株式会社ラ・クゥ ワールドウィング　ラ・クゥ大阪上本町

株式会社リバーシップ 屋台居酒屋 大阪 満マル 東梅田店

株式会社リバーシップ 屋台居酒屋 大阪 満マル 八戸ノ里店

株式会社ワキタ クリスタルタワー

株式会社安保道場 道場 西中島店

株式会社奥村実業社 しゃぶ亭心斎橋店

株式会社幸司商事 K’s　stepビル

株式会社幸司商事 K`s Spotビル

株式会社小野料理研究所 BAKE PIZZA NFC TEKKEN

株式会社大阪フード ぼてぢゅう　総本店

株式会社大沢本店 立呑処オオサワ

株式会社日住サービス 三神ビルディング

株式会社日本創造教育研究所 日本創造教育研究所　大阪研修センター

株式会社八幸 八幸ビル

株式会社服部春駒

株式会社福永工務店 福永工務店ビル

歓山 歓山

大阪府



事業者所在地 事業者名 対象施設名

関西システム株式会社 上海料理　味亭

喜久一 喜久一

吉岡歯科医院 吉岡歯科医院

居酒屋 妻味 居酒屋妻味

居酒屋　次郎長 居酒屋　次郎長

居酒屋まるこん 居酒屋まるこん

居酒屋月詠 居酒屋月詠

魚介小皿和食　一喜 和食　一喜

串カツ居酒屋～笑～ 串カツ居酒屋～笑～

串カツ酒場　福島店 串カツ酒場　福島店

串樽 串樽

己之助中華そばDEC-OM

五成家 五成家

広瀬医院 広瀬医院

合同会社マニューバ 麻雀クラブ　サン

阪急　次郎長

桜屋 桜屋

山葵 山葵

四季食彩 いちず 四季食彩 いちず

市松庵 市松庵

社会福祉法人こころの窓 障害福祉サービス施設　青い鳥

社会福祉法人犬鳴山 特別養護老人ホーム犬鳴山荘

社会福祉法人佐太善友会 特別養護老人ホーム梅香苑

社会福祉法人悠生会 ケアハウスゆう

寿司・懐石　内海 寿司・懐石　　内海

修斗GYMS直心会 修斗GYMS直心会

春夏秋冬 春夏秋冬

昭和ホルモン 昭和ホルモン・SHOW BAR　カラオケバー

焼鳥　吉鳥 焼鳥　吉鳥

森ノ宮レジャービル 森ノ宮レジャービル

水野クリニック 水野クリニック

石鍋料理　健 石鍋料理　健

千里ハウジング株式会社 ホワイト高槻

千里ハウジング株式会社 ホワイト高槻

川与祢 川与祢

扇町和庵青空 扇町和庵青空

太閤木下建設株式会社 太閤木下建設株式会社本社事務所

大吉　新千里南町店 大吉　新千里南町店

大吉　東豊中店 大吉　東豊中店

大真実業株式会社 らーめん亀王　西中島店

大真実業株式会社 らーめん亀王　森ノ宮店

大真実業株式会社 らーめん亀王　阪急東通り店

大真実業株式会社 らーめん亀王　梅田総本店

大阪府



事業者所在地 事業者名 対象施設名

大真実業株式会社 ちゃあしゅうや亀王　加古川店

大真実業株式会社 ISOGAMI餃子ﾊﾞﾙTOMAKO　三宮店

大真実業株式会社 らーめん亀王　京橋店

大真実業株式会社 鯛出汁らーめん　琴ね　西九条店

大真実業株式会社 餃子裏ｷｵｳ　谷九店

大野道場株式会社 大野道場株式会社

狸狸亭　玉造店 狸狸亭　玉造店

狸狸亭　西田辺店 狸狸亭　西田辺店

狸狸亭　南堀江店 狸狸亭　南堀江店

炭火焼鳥　心 炭火焼鳥　心

中国亭 中国亭

鉄板Dining新井 鉄板Dining新井

鉄板食堂はち 鉄板食堂はち

天六まんじ酒店 天六まんじ酒店

陶芸クラブ桃久李 陶芸クラブ桃久李・Tokuri 61 coffee

奈月 奈月

肉バル29ヤネン 肉バル29ヤネン

日本料理うおり 日本料理うおり

舞華（マイカ） 舞華（マイカ）

風（ならわし） 風（ならわし）

北新地 しゃぶ亭 北新地 しゃぶ亭

堀井鍼灸あんま院 堀井鍼灸あんま院

堀井鍼灸あんま院

本町今岡ビル 本町今岡ビル

本町今岡第2ビル 本町今岡第2ビル

麻雀コマツ 麻雀コマツ

末よし 末よし

味処　祭 味処　祭

有限会社クローバー らいおん介護デイサービス

有限会社庵月堂 御菓子司　庵月

有限会社幸 日本料理　幸

有限会社国際交流センター

有限会社三ちゃん広田 肉匠　さくら

有限会社FIVE BAR el camino

有限会社エス・ジーコーポレーション 有限会社エス・ジーコーポレーション

有限会社セットアッププランニング 旨酒楽食うえの

有限会社パンプ レストラン　シェノワ

有限会社ミンクス FANJ twice

有限会社ワキタビル 脇田京橋第1ビル

有限会社ワンダーキッズ

有限会社ワンダーキッズ

有限会社英和建装 沖縄料理　かりぃー

有限会社吉川商事 マクドナルド長居公園通り店

大阪府



事業者所在地 事業者名 対象施設名

有限会社魚豊 ダイニングキッチン魚豊

立ち飲み居酒屋　ちひろ 立ち飲み居酒屋　ちひろ

緑地スポーツクラブ株式会社 緑地スポーツクラブ株式会社カリスタ

和牛処なかざき 和牛処なかざき

和牛亭　仁 和牛亭　仁

和食居酒屋おか田家 和食居酒屋おか田家

珉珉 珉珉

e-Sports&GolfBar Viva e-Sports&GolfBar Viva

アトリエクロエ大規模感染対策工事 アトリエクロエ

イオラシック イオラシック

イタリア料理　ＶＡＣＡＮＺＡ イタリア料理　ＶＡＣＡＮＺＡ

エムサポート株式会社 日本料理　段屋

きむ矯正歯科医院 きむ矯正歯科医院

けんしん亭 けんしん亭

個人事業主

スナックＭ スナックＭ

まつさか歯科医院 まつさか歯科医院

ヤノ運動用品株式会社 ランジャーニーヤノスポーツ

有限会社エー・オー 明石屋別館フロント

医療法人社団宮地医院 宮地医院

医療法人社団鶴泉会　須磨浦病院 医療法人社団鶴泉会　須磨浦病院

医療法人社団デンタルオフィスおかもと歯科 医療法人社団デンタルオフィスおかもと歯科

医療法人社団よしかわ歯科医院 よしかわ歯科医院

医療法人社団よしだ内科診療所 医療法人社団よしだ内科診療所

一般社団法人つばめ会 つばめ会

岡尾医院 岡尾医院

株式会社オクノ時計宝石店 株式会社オクノ時計宝石店

株式会社ぼうしや薬局 ぼうしや調剤薬局　南店

株式会社新生堂 株式会社新生堂

株式会社長浜工務店 株式会社長浜工務店

株式会社友縁 大連飯店

株式会社理創化研 株式会社理創化研　社屋

株式会社EDGE JAPAN スタジオエッジN

株式会社ウィン 鳥貴族大国町店

株式会社ウィン 鳥貴族 上新庄店

株式会社おさるの森 おさるアリーナ

株式会社ケー・エス・エム・ビルディング KSMビル

株式会社ケー・エス・エム・ビルディング KSMビル

株式会社ケー・エス・エム・ビルディング KSMビル

株式会社ケー・エス・エム・ビルディング KSMビル

株式会社けんじフードサービス 川西の和がや

株式会社けんじフードサービス 初代和がや

株式会社けんじフードサービス つぼ八西脇店

大阪府

兵庫県



事業者所在地 事業者名 対象施設名

株式会社ますのみ松屋 株式会社ますのみ松屋

株式会社マル海渡辺水産 株式会社マル海渡辺水産

株式会社ライフ・イノベーション スクールIE西宮名塩校

株式会社三輪ビル ネオフィス三宮

株式会社兵庫製作所 株式会社兵庫製作所

韓国創作料理　泰治 韓国創作料理　泰治

季楽魚処清本の店 季楽魚処清本の店

栗尾整形外科 通所リハビリテーション

元町　井おか 元町　井おか

御影新生堂株式会社 御影新生堂株式会社

合同会社ワークアズライフ

長岡実業 株式会社 長岡実業 株式会社

停主 停主

有限会社そば庄

有限会社サイドワンフードサービス 大阪王将川西久代店

有限会社ディオディオ

有限会社共生ケアかがやき デイサービスセンター和の花

来来亭豊岡店 来来亭豊岡店

料理屋植むら 料理屋植むら

株式会社粟 清澄の里粟

株式会社ワールド・ヘリテイジ ホテルアジール・奈良アネックス

喜MAMA屋 喜MAMA屋

有限会社ナイスケアサポート

有限会社ナイスケアサポート デイサービス桜

B-LUCK B-LUCK

caprice caprice

株式会社吉田 三代目

株式会社婦人服装 いまぶん 株式会社婦人服装 いまぶん

株式会社ちひろ 四季の味ちひろ

株式会社髙栁電機サービス auショップ南海和歌山市駅

民宿　亀の井 民宿　亀の井

有限会社マリーンピア サウンドスペース　フリッパー

鳥取県 有限会社ヨコイ 大阪王将 鳥取吉成店

ことぶき歯科医院 ことぶき歯科医院

ひらた歯科クリニック ひらた歯科クリニック

医療法人社団竹田歯科医院 医療法人社団竹田歯科医院

株式会社ヤマト 株式会社ヤマト

山善商会有限会社 おつまみ研究所　出雲大社ラボ

前田歯科医院 前田歯科医院

有限会社湯元湯の川 有限会社湯元湯の川

有限会社いちご調剤薬局 いちご調剤薬局 塩冶本店

有限会社小川商店 有限会社小川商店 大邇整備部門

岡山県 株式会社ティーケーダッシュ 株式会社ティーケーダッシュ兼基事務所

兵庫県

和歌山県

島根県



事業者所在地 事業者名 対象施設名

株式会社ティーケーダッシュ 焼肉296

株式会社ミサージュ ファッションコーナン

株式会社ミサージュ ファッションコーナン・セカンド

株式会社周地社 城下カフェ

社会福祉法人ますみ会 特別養護老人ホーム　ますみ荘

地産地消　め組 地産地消　め組

otakeバルgaku otakeバルgaku

アマノ企業株式会社 アマノ企業株式会社本社事務所

ドライブイン　えんや ドライブイン　えんや

ラーフライフ株式会社 炭焼き居酒屋わが屋

医療法人石田医院 医療法人石田医院　デイサービスセンター青葉

株式会社CokeHatCompany
(コークハットカンパニー)

Coke Hat Hairs

株式会社たていし園 株式会社たていし園

株式会社田中商事 レンタルスペースアンバー

炭火焼鳥やきとりーね 炭火焼鳥やきとりーね

有限会社ふちがみ 有限会社ふちがみ

Chinese Restaurant 菜華 Chinese Restaurant 菜華

るいバレエスタジオ るいバレエスタジオ

香川県 株式会社喜田建材 積 街の保養所

エリエールライフ株式会社 エリエールスポーツクラブ

愛社総合サービス株式会社 第２ディライトタモツ　バーエクスプローラー1Ｆ２Ｆ

株式会社ヨシケンコーポレーション グループホームいしい

株式会社明屋書店 明屋書店川之江店

あさぎ歯科医院 あさぎ歯科医院

株式会社一や 炭火焼肉牛藩　北本町店

株式会社一や 炭火焼肉牛藩　南国店

株式会社一や イチヤ　帯屋町

株式会社一や 炭火焼肉牛藩　鴨部店

魚兼 うお兼

café gran cafe gran

医療法人菊池クリニック ケアハイツぶぜん

医療法人社団芳香会
　　　　　　　介護老人保健施設セントポーリア

介護老人保健施設セントポーリア

株式会社F4 巌流

株式会社益正グループ 益正　北天神店

株式会社益正グループ

株式会社環境技研

株式会社Bonfoodeducation 炭火・串焼きボンちゃん

株式会社イワタダイナース ピザクックやよい坂店

株式会社イワタダイナース ピザクック久留米諏訪野店

株式会社イワタダイナース ピザクック宗像赤間店

株式会社イワタダイナース ピザクック野方店

株式会社イワタダイナース ピザクック小郡店

高知県

福岡県

岡山県

広島県

山口県

愛媛県



事業者所在地 事業者名 対象施設名

株式会社イワタダイナース

株式会社オヌキ オヌキ新博多ビル

株式会社ルートアローズ

九州テクニカルディベロップメント株式会社

合同会社ミレ・コミュニケーションヴィレッジ
ほわいとうぃんぐ飯塚館・2号館、相談支援事業
所あんだんて

炭火居酒屋せいきん 炭火居酒屋せいきん

富士岐工産株式会社 富士岐工産株式会社本社

有限会社アメリカン・ジム アメリカンジム

有限会社小倉自動車学校 小倉自動車学校

有限会社ＳＶＳ ＳＶＳビル

佐賀県 株式会社トスプロ 株式会社トスプロ　新社屋

チャイオーン株式会社 長崎焼小籠包チャイデリカ

安田産業汽船株式会社 時津ヤスダオーシャンホテル

医療法人種榮会 あかがき内科循環器科リハビリテーション科

塩ホルモン　ろくめい 塩ホルモン　ろくめい

株式会社ＬＴＵ 株式会社ＬＴＵ

株式会社山﨑佛壇店 株式会社山﨑佛壇店

株式会社長崎スカイホテル 長崎スカイホテル株式会社

株式会社新湯ホテル ゆやど雲仙新湯

株式会社樋口商店 Bar&Cafe Agio

農事組合法人わくわくふれあい市 農事組合法人わくわくふれあい市

農事組合法人柚木よかもん市 農事組合法人柚木よかもん市

ユナイテッドトヨタ熊本株式会社

医療法人社団紘会 川尻尾崎内科

医療法人社団日生会 よしむた総合診療所

株式会社ＳＨＩＦＴ チャレンジ保育園・ラポァレ

株式会社ネオネクスト 鳥亭

株式会社南新Ｖ i l l e ホテルサンロード

三栄工業株式会社

社会福祉法人真光会 特別養護老人ホーム三和荘

社会福祉法人緑新会 特別養護老人ホーム新和苑

社会福祉法人黎明福祉会 豊洋園デイサービスセンター

世安湯 世安湯

肥銀リース株式会社 石山離宮 五足のくつ

有限会社ビッグサァン 浜膳旅館

ドラゴン倶楽部 ドラゴン倶楽部

ふじさお内科クリニック ふじさお内科クリニック

医療法人春和会 高江にこにこ歯科クリニック

株式会社別府扇山ゴルフ場 株式会社別府扇山ゴルフ場

琴音庵 琴音庵

中村歯科医院 中村歯科医院

有限会社キリムラ 個室焼肉亜李蘭別邸　佐伯店

長崎県

大分県

福岡県

熊本県



事業者所在地 事業者名 対象施設名

株式会社新福 宮崎ライオンズホテル

株式会社西臼杵衛生公社 株式会社西臼杵衛生公社

社会福祉法人同潤会 ケアハウス島之内

ユニオン産業株式会社 ホテルユニオン

株式会社SOOI てんよう会館　青戸斎場

株式会社指宿ロイヤルホテル 株式会社指宿ロイヤルホテル

Re::Beat

有限会社宗建リノベーション 沖縄家庭料理 やちむん食堂

有限会社グローバルスタッフ たまるや東浜店

宮崎県

鹿児島県

沖縄県


