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SHOP SMALL® 街のお店応援キャッシュバック
対象加盟店リスト

［大阪府その他］

▼ 三島郡島本町
▼ 交野市
▼ 八尾市
▼ 南河内郡太子町
▼ 南河内郡河南町
▼ 吹田市
▼ 和泉市
▼ 四條畷市
▼ 堺市中区
▼ 堺市北区
▼ 堺市南区
▼ 堺市堺区
▼ 堺市東区
▼ 堺市美原区
▼ 堺市西区

▼ 大東市
▼ 大阪狭山市
▼ 守口市
▼ 富田林市
▼ 寝屋川市
▼ 岸和田市
▼ 摂津市
▼ 東大阪市
▼ 松原市
▼ 枚方市
▼ 柏原市
▼ 桑名市
▼ 池田市
▼ 河内長野市
▼ 泉佐野市

▼ 泉南市
▼ 泉南郡熊取町
▼ 泉南郡田尻町
▼ 泉大津市
▼ 箕面市
▼ 羽曳野市
▼ 茨木市
▼ 藤井寺市
▼ 豊中市
▼ 豊能郡能勢町
▼ 貝塚市
▼ 門真市
▼ 阪南市
▼ 高槻市
▼ 高石市
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SHOP SMALL® 街のお店応援キャッシュバック
対象加盟店リスト

［大阪府その他］
加盟店名 市区町村 所在地 ジャンル

JOY ／ BOX 水無瀬店 三島郡島本町 広瀬４－２４－２　万葉ハイツ１１１ サービス

マナベインテリアハーツ 高槻店 三島郡島本町 高浜３－５－７ ショッピング

とんかつ かつ辰 交野店 交野市 天野が原町５－６７－３ 飲食店

スーパーツジトミ 交野店 交野市 幾野３－１３－１０ ショッピング

ハレラニ食堂 交野市 郡津４丁目３４－１ 飲食店

弁慶すし 交野店 交野市 私部２－１２－１ 飲食店

hair room Raf 交野市 私部２－１４－３－１ サービス

ビューティサロンモリワキ 交野店 交野市 私部３－９－１３ サービス

ビューティサロンモリワキ 藤が尾店 交野市 藤が尾３－１２－１０ サービス

ダイコク 交野店 交野市 星田北５－１－９ ショッピング

ニッコー 星田店 交野市 星田３－９－１８ ショッピング

スーパービッグサン 交野市 倉治８－１１－７ ショッピング

A コープ 星田店 交野市 藤が尾３－３－１ ショッピング

中国菜館　福龍園 八尾市 西山本町３丁目６－１５　 飲食店

Lis　café 八尾市 安中町６丁目２－２０－１０３　 飲食店

ム－ラン洋菓子店 八尾市 北本町１丁目２番１５号　 ショッピング

金沢屋河内山本店 八尾市 山本町南１丁目９－３４　つばきビル山本南１０１号 ショッピング

Technical 八尾市 新家町２丁目９６ サービス

ケーアイスポーツ 八尾市 中田２丁目１１０ ショッピング

串料理 リキ 八尾市 安中町１丁目７－８ 飲食店

インド料理 BINDU　八尾店 八尾市 青山町４－２－３５ 飲食店

北海素材　八尾店 八尾市 沼１－２９－１ 飲食店

炉端焼おたる 八尾市 植松町５－７－３０　たちばな第一ビル　１Ｆ 飲食店

錦わらい　八尾店 八尾市 山賀町２－３５－１ 飲食店

寿し一品料理 おがわ 八尾市 桜ヶ丘３－９５　アサヒマンション１０２ 飲食店

串揚げ処 法善寺 八尾市 陽光園２－６－３４ 飲食店

串ホルモンともつ鍋 蝶屋 八尾市 東本町３－７－１８ 飲食店

Macoto 八尾市 東本町３－９－３６　板倉ビル１Ｆ 飲食店

玄品　八尾 八尾市 本町１－６－１６ 飲食店

お好み焼はここやねん八尾高美店 八尾市 高美町２－１７－１ 飲食店

マンジェ 八尾市 陽光園２－３－２２ 飲食店

割烹おおとみ 八尾市 桜ケ丘３－９６ 飲食店

魚輝すし八尾店 八尾市 北本町１－３－３１ 飲食店

焼肉あんど 八尾市 東本町３－９－３６　板倉ビル　１０１ 飲食店

けとばし屋チャンピオン八尾店 八尾市 光町２－１８０　ペントモ－ル八尾５番街　１６号 飲食店

びっくりドンキー外環八尾店 八尾市 弓削町南３－３３ 飲食店

串のアイワ 八尾市 光町２－６０　リノアス８Ｆ 飲食店

カフェチャレンジャ－ 88 ケ－プコ－ 八尾市 西高安町２－１ 飲食店

インドレストラン BINDU リノアス八尾店 八尾市 光町２－６０　リノアス　８Ｆ 飲食店

三田屋 八尾店 八尾市 光町１－６４　オカダビル　６Ｆ 飲食店

寿し処 美よ志 八尾市 志紀町３－２６　コウエイパレス　１Ｆ 飲食店
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SHOP SMALL® 街のお店応援キャッシュバック
対象加盟店リスト

［大阪府その他］
加盟店名 市区町村 所在地 ジャンル

BUFFET 左近 リノアス八尾店 八尾市 光町２－６０　リノアス８Ｆ 飲食店

PAUHANA リノアス店 八尾市 光町２－６０　リノアス８Ｆ 飲食店

焼肉工房みなと 八尾市 西弓削１－１－５ 飲食店

炭火焼肉 鶴兆 八尾店 八尾市 服部川１－８５ 飲食店

大吉 八尾西店 八尾市 宮町１－５－１５ 飲食店

や台ずし JR 八尾駅北口町 八尾市 安中町３－７－５ 飲食店

焼き鳥 Dining ハマー八尾店 八尾市 安中町４－３－２２ 飲食店

和牛亭仁 八尾市 光町１－５ 飲食店

鶏屋くだかけ 八尾市 植松町４－８－２ 飲食店

焼肉さんかく 八尾市 本町５－１－１　ローレル八尾本町１０１ 飲食店

王道居酒屋のりを JR 八尾駅前店 八尾市 安中町１－６－１０　２Ｆ 飲食店

焼肉らんど 八尾市 高美町１－３－１　ビアパーク高美１Ｆ 飲食店

焼鶏くだかけ 八尾市 跡部北の町２－４－３８ 飲食店

焼肉きんぐ八尾店 八尾市 高美町４－８－１１ 飲食店

アストロプロダクツ 八尾店 八尾市 水越１－９９ ショッピング

regalo 八尾店 八尾市 東本町３－５－３　プラザサントリア　２Ｆ サービス

haco 八尾市 緑ヶ丘５－２－２　１Ｆ サービス

pal meets 八尾市 山城町１－２－２　葛城第二ビル　１Ｆ サービス

ヴァンカウンシル八尾西武 八尾市 光町２－６０　八尾西武　４Ｆ サービス

Lita 八尾市 萱振町１－３１－１ サービス

VIVIT 志紀店 八尾市 天王寺屋７－５０　ＯＫＩビル　１Ｆ サービス

VIVIT 久宝寺店 八尾市 龍華町１－４－１　メガシティタワー　１Ｆ サービス

乃が美はなれ リノアス八尾販売店 八尾市 光町２－６０　ＬＩＮＯＡＳ　２Ｆ 飲食店

カーテン・じゅうたん王国 八尾店 八尾市 東山本新町８－７－８ ショッピング

ウンコちゃんの家具屋さん 八尾市 美園町４－８９－６ ショッピング

電材買取センター 八尾店 八尾市 楠根町４－２６－３ ショッピング

シューズ愛ランド 八尾沼店 八尾市 沼４－１５２ ショッピング

ホームセンター タイセー 八尾市 宮町２－８－３１　ホームセンタータイセー　２Ｆ ショッピング

アミティエ 八尾市 光町２－６０ ショッピング

ブラン ハンナ 八尾市 光町２－６０ ショッピング

BARNSssLINOAS 八尾店 八尾市 光町２－６０　ＬＩＮＯＡＳ　４Ｆ　４０９ ショッピング

マナベインテリアハーツ八尾外環状店 八尾市 柏村町３－１７０ ショッピング

ドリーム 久宝寺店 八尾市 東久宝寺２－４－８ ショッピング

ミキハウス 本店 八尾市 若林町１－７６－２ ショッピング

ワークショップトータル久宝寺店 八尾市 北久宝寺１－４－９ ショッピング

ワークステーション 八尾 八尾市 南亀井町３－２－５ ショッピング

シマコーポレーション 中環八尾店 八尾市 新家町４－３４－１ ショッピング

Favorite Things 八尾市 跡部本町１－１－４３ ショッピング

ウンコちゃんの家具屋さん 八尾市 美園町４－８９－６ ショッピング

肉のオグラ 八尾市 太田新町８－６５ ショッピング

手造り豆腐 河内庵 八尾市 八尾木北５－１１９ ショッピング
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SHOP SMALL® 街のお店応援キャッシュバック
対象加盟店リスト

［大阪府その他］
加盟店名 市区町村 所在地 ジャンル

畑のつづき 八尾店 八尾市 山本町南７－１３－２２ ショッピング

アオイ 久宝寺店 八尾市 久宝寺２－３－１ ショッピング

アオイ JR 八尾駅前店 八尾市 陽光園２－５－２３ ショッピング

フレッシュマーケットアオイ八尾山本駅前南 八尾市 山本町南１－５－２ ショッピング

食品館 アプロ 高安店 八尾市 中田２－６０ ショッピング

食品館アプロ恩智店 八尾市 恩智中町２－３６０ ショッピング

業務スーパー 久宝寺駅南店 八尾市 太子堂２－１－３８ ショッピング

スーパーサンコー 八尾店 八尾市 安中町８－５－１５ ショッピング

炭焼尚店 八尾市 北本町１－３－２ 飲食店

サントルドゥヴィラージュ 南河内郡太子町 太子３０７ 飲食店

カフェレストランさくら 南河内郡河南町 白木１４７０－１ エンターテイメント

焼鳥屋 わいに 南河内郡河南町 一須賀４７７－１ 飲食店

カメラのナニワ 大阪芸術大学店 南河内郡河南町 東山４６９　大阪芸術大学内 ショッピング

インディバサロン COCOCIA 吹田市 出口町２８－２　エクレイバ－２０１ サービス

oasis 吹田市 山田東２丁目２５－５１　ＭＹＴビル２０１ サービス

Radiant　Hair　Salo 吹田市 豊津町１８－４　ウィニング・パラ江坂１Ｆ サービス

artista 吹田市 千里山西４丁目７－２６　ラヴィ－ル千里山Ｂ１Ｆ サービス

草楽園　北千里 吹田市 古江台４丁目２－２５－１０１　ディオス北千里５番館 ショッピング

ダオフー　江坂店 吹田市 豊津町１－５０　 飲食店

レストラン　トゥルヌッソル 吹田市 江坂町１丁目１１－２　 飲食店

アジアン酒場　HIPON 吹田市 江坂町２丁目４－２５　ＧＳハイム第二江坂１０５ 飲食店

まんぷく 吹田市 江坂町１丁目２１－３９　土泰ビル１０２ 飲食店

フランス料理レストラン LaBalance 吹田市 樫切山２－５　１０１号 飲食店

いわ本寿司店 吹田市 佐竹台２丁目５－１４　 飲食店

欧和食 ･ 鉄板焼 Nakagawa 吹田市 長野東１８－４ 飲食店

Rei-y 吹田市 垂水町１丁目８－３プロスペリティ３０１ サービス

町ノ酒屋古木 吹田市 樫切山１９－４１ ショッピング

ケイプコッド 吹田市 千里山東１－１０－４ 飲食店

千房江坂店 吹田市 垂水町３－２８－１７ 飲食店

フォルクス　中環千里店 吹田市 津雲台７－６６－１２ 飲食店

しゃぶしゃぶどん亭　江坂店 吹田市 豊津町１０－１１　池上ビル　２Ｆ 飲食店

しゃぶ bar　柏木 吹田市 山田南４５－１５ 飲食店

錦わらい　佐井寺店 吹田市 佐井寺３－１４－３６ 飲食店

Maiido Due B 吹田市 垂水町３－３０－１３　ライブビルディング１０１ 飲食店

Bocci de Birra 吹田市 豊津町１２－２６　サクセス江坂１０３ 飲食店

豊。 吹田市 豊津町１８－１ 飲食店

ひょうたん寿し東急店 吹田市 江坂町１－２２－１２　東急ビル 飲食店

旬彩天つちや 吹田市 豊津町４１－４ 飲食店

敦煌江坂店 吹田市 江坂町１－２２－１２ 飲食店

コリアンダイニング李朝園江坂店 吹田市 豊津町９－４０　江坂東急ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

磯一江坂店 吹田市 豊津町１５－１７　ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ第６江坂１Ｆ 飲食店



5 / 44

SHOP SMALL® 街のお店応援キャッシュバック
対象加盟店リスト

［大阪府その他］
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串盧 吹田市 江坂町１－１８－１８　江坂パークビル　１Ｆ　１０３ 飲食店

Ricco 吹田市 江坂町１－２３－３２　リバーボール江坂１Ｆ 飲食店

第一楼 吹田市 片山町１－１　メロード吹田一番館３８Ｆ 飲食店

びっくりドンキー 千里店 吹田市 岸部北５－１１－１ 飲食店

びっくりドンキー江坂店 吹田市 豊津町１４－８　江坂オッツ　Ｂ１Ｆ 飲食店

JATETXEA LLENO 吹田市 豊津町５－５ 飲食店

ハナミズキ 吹田市 江坂町１－２３－３３　第七マイダビル　８Ｆ　Ｂ号室 飲食店

粉もん屋とん平 江坂公園店 吹田市 垂水町３－２４－１４　グリ－ンコ－ポ江坂第二　１２７ 飲食店

わら焼きと海鮮 太郎丸 江坂店 吹田市 江坂町１－２３－３３　第七マイダビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

銘酒蔵 昌佳 吹田市 広芝町９ー３１　ライオンズマンション第３江坂１０２ 飲食店

炭火焼鳥 喜心 江坂店 吹田市 江の木町８－２７　有馬パレス　１０１ 飲食店

味園 吹田市 広芝町８－２２ 飲食店

すし智 吹田市 樫切山１８－８ 飲食店

旬菜山崎 竹谷店 吹田市 竹谷町３６－１７ 飲食店

旬菜山崎 佐井寺店 吹田市 佐井寺南が丘１５－８　１Ｆ 飲食店

CANOVIANO ANNEX 吹田市 芳野町１３－１０ 飲食店

Mamezo ＆ Cafe 吹田市 山田西４－１－２　デュー阪急山田２Ｆ 飲食店

バルベラ 吹田市 千里山東１－１０－１ 飲食店

レストランシュバル 吹田市 広芝町１０－２８　オーク江坂ビル　１Ｆ 飲食店

China dining 華 nois 吹田市 山田西２－１－６　千里ツインハイツ１　１０５ 飲食店

極みとんかつ かつ喜 吹田店 吹田市 片山町２－３－１３　吹田グリーンプレイス内 飲食店

とん鉄江坂店 吹田市 広芝町４－３２　大和ビル　１Ｆ 飲食店

CAFE FLORGELATO 吹田市 千里万博公園２－１　ＥＸＰＯＣＩＴＹ内Ｅｄ棟 飲食店

ル・シュクレク－ル岸辺 吹田市 岸部北５－２０－３ 飲食店

焼肉あさだ 吹田市 豊津町１７－２４　橋本ビル　１Ｆ 飲食店

鮨処 すえ広 吹田市 広芝町１１－５　GS ハイム第１江坂１０１ 飲食店

そばよし庵 江坂店 吹田市 豊津町９－１６　第１ロンヂェビル２Ｆ 飲食店

寿しの刻 漁匠 吹田市 山田南３０－１２ 飲食店

鶴橋風月 江坂店 吹田市 豊津町９－１６　第一ロンジェビル　２－１ 飲食店

チャイニーズレストラン華や江坂店 吹田市 江坂町１－２３－１７　喜巳ビル１０１ 飲食店

葉山珈琲 千里山駅前店 吹田市 千里山西１－４０－１３ 飲食店

サブウェイ 阪大病院店 吹田市 山田丘２－１５　大阪大学医学部附属病院内　１Ｆ 飲食店

ぢどり亭 江坂店 吹田市 江坂町１－２２－１０　第一梓ビル　２０１ 飲食店

ベトナムレストランカフェカムオーン江坂店 吹田市 江坂町１－１３－４６ 飲食店

魚食処一豊 服部緑地公園店 吹田市 春日１－１－１　ＴＡＴＳＵＭＩ緑地公園　１０１ 飲食店

南大門 吹田天道店 吹田市 天道町１５－６ 飲食店

CafeSanbankan 江坂公園店 吹田市 江坂町１－２２－３５　フォレステージ江坂公園１Ｆ 飲食店

ギャラリーレストラン モンダルジャン 吹田市 穂波町６－１５ 飲食店

虎寿司 江坂店 吹田市 江の木町８－２７ 飲食店

イタリアン＆ベーカリー ポルヴェレ 吹田市 古江台４－１１９　ディオス８　１Ｆ 飲食店

阪大病院 スカイレストラン 吹田市 山田丘２－１５　大阪大学医学部附属病院　１４Ｆ 飲食店
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音羽鮨 千里山店 吹田市 千里山西５－２－１７ 飲食店

中国料理 翠園 吹田市 芳野町１３－４５ 飲食店

博多もつ鍋一級 吹田市 江の木町８－１２　１Ｆ 飲食店

食堂カフェ potto タニタカフェ吹田店 吹田市 岸部北４－１５－２ 飲食店

焼とり居酒屋吉鳥 江坂店 吹田市 江坂町１－１８－１８　江坂パークビル１０２ 飲食店

焼肉処哲はなれ 吹田市 江の木町３－１１　第３ロンヂェビル１Ｆ 飲食店

炭火焼き鳥 一鶏。 吹田市 江の木町１－８　田中ビル１Ｆ 飲食店

焼肉 倉屋 南千里店 吹田市 津雲台１－１－３０　トナリエ南千里 飲食店

街の肉バル Buff 江坂店 吹田市 江坂町１－２２－１０ 飲食店

炭火焼肉 鶴兆別館 江坂店 吹田市 豊津町１３－２ 飲食店

肉バル オーガス 吹田市 豊津町１０－１１　１Ｆ 飲食店

焼肉レストラン深山 吹田市 朝日町２７－６　クイーンハイツ　１Ｆ 飲食店

海鮮処 はまとら 吹田市 江の木町１７－３７ 飲食店

肉処 倉 グリーンプレイス店 吹田市 片山町２－３－５ 飲食店

平城園 吹田市 豊津町９－４４　ハートランド江坂Ｂ１Ｆ 飲食店

肉匠 牛次郎 吹田市 江坂町２－２－９　清洲江坂ビル　１Ｆ 飲食店

板前焼肉一笑江坂 吹田市 江坂町１－２３－３５　コーポ江坂ビル　１Ｆ 飲食店

Yakki 鶏 吹田市 長野東１６－３　ナンノコーポラス　１０１ 飲食店

黒毛和牛専門藤屋 吹田市 原町４－６－１６ 飲食店

焼肉 かぼちゃ亭 吹田市 内本町１－７－１７ 飲食店

江坂鮨バルおーうえすと 吹田市 江坂町１－２３－１７　喜巳ビル　２Ｆ 飲食店

江坂海鮮食堂おーうえすと 吹田市 広芝町９－３１　ライオンズマンション第三江坂　１０３ 飲食店

穴子印 海鮮天婦羅 おーうえすと 吹田市 江坂町１－２２－１０　第一梓ビル　１－Ｂ 飲食店

焼肉冷麺呉家吹田竹見台店 吹田市 竹見台３－６－１　アベニュースクエア　２Ｆ 飲食店

Inityesaka 吹田市 江坂町１－２３－３３　第七マイダビル　４Ｆ　Ａ サービス

RISE SWELL 吹田市 江坂町１－１８－１２　Ｇ・ＰＧＡＴＥ江坂　２Ｆ サービス

ルイ・ラ・パレ 吹田市 千里山西１－４１－１８ サービス

aro hair 吹田市 江坂町１－２３－１９　米澤ビル第五江坂　１Ｆ サービス

Angelic 江坂店 吹田市 江坂町１－２３－３５　コーポ江坂ビル サービス

アトリエ MIHO 吹田店 吹田市 佐井寺南が丘１５－８　ヴィオラ千里１Ｆ サービス

aGland 吹田店 吹田市 岸部南１－２－７　ａＧｌａｎｄ サービス

STAGEdecoorigin 吹田市 佐井寺南が丘８－１１　グラシュー森　１０２ サービス

ヘアーアンドスパブランカ 吹田市 山田西２－９－３　インテレストＫＹ　１Ｆ　Ｂ サービス

ラグジュアリーホワイト 吹田市 江の木町１７－３７　シティーコープ江坂　１Ｆ サービス

Rucca 吹田市 千里山西１－２７－１２ サービス

AUBEhairrouge 江坂店 吹田市 江坂町１－２３－３４　第二梓ビル　４Ｆ サービス

un le pont 吹田市 垂水町１－２８－６ サービス

utile 吹田市 山田東４－１６－８　谷川第二マンション　１０２ サービス

Foria 吹田市 五月が丘南９－５ サービス

hairresortBliss 吹田市 山田東４－１５－１２－１０２　プリマベーラＢ サービス

SCALAbyHAIRTIME 吹田市 千里山西１－３８－２１　アルス千里山西　１Ｆ サービス
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AVANCE．江坂 吹田市 豊津町１０－２６　２１センチュリービル　１Ｆ サービス

PARK 吹田市 江の木町５－２６　プラトウビル２Ｆ サービス

ジュリークヘアー 吹田市 山田西４－２－２３　エッケルマン１Ｆ サービス

Casetta． 吹田市 片山町１－１０－２２　１Ｆ サービス

CLUTCH 江坂 吹田市 江の木町５－３　レーベンハウス江坂３０１ サービス

Osaka Cut 吹田市 江坂町１－２３－３３　６Ｆ サービス

jewel 吹田市 江坂町２－４－１－１０１ サービス

Sanctuary 千里山 吹田市 千里山西１－４０－１０　１Ｆ サービス

Aguhairclasse 江坂 吹田市 江の木町１－３９　ＳＥＲＥ江坂　５Ｆ サービス

Aguhairgran 吹田 吹田市 朝日町１８－１０ サービス

Life 吹田市 千里山西４－３９　千里山ﾛｲﾔﾙﾏﾝｼｮﾝ２番館Ｄ－１０２ サービス

ヘアーサロン ツーワン 吹田市 山田東４－１６－８ サービス

ヘアーサロン ヴォーグ 江坂店 吹田市 広芝町９－１９　第二山本マンション サービス

ボンヘアーアンドメイク 山田店 吹田市 山田西４－１－２－１０７　デュー阪急山田 サービス

MODEK’s gugu 吹田店 吹田市 高城町２－１　コスモハイツ　１Ｆ サービス

SAUCE 吹田市 山田西４－２－１８－２０５ サービス

Flaner 吹田市 朝日が丘町４９－１　１Ｆ サービス

fimeAn 江坂 吹田市 江の木町２－３２　フレアコート江坂 サービス

キタモト書店 吹田市 元町１１－９ ショッピング

フローリスト ローズグローブ 吹田市 山田南２０－２３－１０２ ショッピング

1638 GPtp 吹田グリーンプレイス 吹田市 片山町２－４－１３ ショッピング

田村書店 吹田さんくす店 吹田市 朝日町２－１５１　吹田さんくす２番館　１Ｆ ショッピング

はんこや 1 番 江坂店 吹田市 江坂町１－１４－２０ ショッピング

大阪無限堂本館 吹田市 南吹田３－３－２０ ショッピング

大阪無限堂オフィス館 吹田市 南吹田３－４－１５ ショッピング

シェ・ナカツカ 江坂店 吹田市 豊津町１５－４ 飲食店

クロード 吹田市 江の木町２－３５　石田ビル　１Ｆ ショッピング

パティスリー・シロ・デラブル 吹田市 江の木町５－３　レーベンハウス江坂　１Ｆ 飲食店

ミルフィーユ 本店 吹田市 五月が丘北２５－３８　ユタカビル　１Ｆ 飲食店

ミルフィーユ ヴォージュ 吹田市 津雲台１－１－３０　トナリエ南千里　１Ｆ 飲食店

ミルフィーユ アンヴェール 吹田市 佐井寺南が丘１６－１ 飲食店

CAKESHOP BLUE CORNER 吹田市 山田東４－１１－１ 飲食店

播磨屋本店大阪江坂店 吹田市 江の木町１７－１　コンパーノビル　１Ｆ ショッピング

鼓月 吹田店 吹田市 元町７－１０ 飲食店

Supre Ma’am デュー阪急山田店 吹田市 山田西４－１－２－１１７　デュー阪急山田 ショッピング

レックス 吹田市 豊津町５９－８ ショッピング

カーテンじゅうたん王国 吹田山田店 吹田市 山田東１－２６－１９ ショッピング

フルーツ餅松竹堂吹田本店 吹田市 山田東２－３６－２ 飲食店

肉の専門店たか橋山田店 吹田市 山田西２－６－２ ショッピング

国立民族学博物館ミュージアム・ショップ 吹田市 千里万博公園１０－１ ショッピング

お弁当物語江坂店 吹田市 豊津町２－１　第二中田ビル　１Ｆ ショッピング
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菜鮮果 SANKYO 吹田市 津雲台１－１－３０　トナリエ南千里内 ショッピング

かんてんぱぱショップ 大阪店 吹田市 千里山西４－３３－３３ ショッピング

長崎ちゃんぽん十鉄大阪吹田店 吹田市 江坂町３－１－８ 飲食店

カフェドクリエ大阪大学歯学部附属病院店 吹田市 山田丘１－８　大阪大学歯学部付属病院　１Ｆ 飲食店

サニーサイド吹田佐井寺店 吹田市 佐井寺南が丘１５－３ 飲食店

サニーサイド南千里本店 吹田市 津雲台１－１－３０　トナリエ南千里　１Ｆ 飲食店

ニッコー 佐井寺店 吹田市 五月が丘西７－１ ショッピング

フードネットマート サンゼリア店 吹田市 片山町３－３２－３ ショッピング

HAIR STUDIO ZOOM 吹田市 岸部北５－３２－１　東千里 OM パレス２Ｆ サービス

ALLTHINGSINTHE 吹田市 春日４－１３－１５ ショッピング

カプリチョーザアザール桃山台店 吹田市 桃山台５－２－２　アザール桃山台北急桃山台ビル２Ｆ 飲食店

エペ・クープ 吹田市 元町５－５ 飲食店

福 warai 吹田市 朝日町５－２６ 飲食店

BIRCH 和泉市 はつが野２丁目１１－２３　 サービス

どとんこつ幸運軒 和泉市 唐国町３丁目１７－５６　ビバモ－ル和泉中央内 飲食店

aUntie 和泉市 内田町２丁目３－１３　２F 飲食店

マルゼン楽器店　本店 和泉市 府中町１丁目２－１６　 ショッピング

フシギヤ 和泉市 唐国町１丁目７－３４ ショッピング

田辺米穀店 和泉市 府中町３－１６－２７ ショッピング

trattoria　almo 和泉市 いぶき野５－７ 飲食店

中国菜館あんずの花 和泉市 いぶき野５－８－２ 飲食店

つるいち 和泉市 府中町１－２１－３ 飲食店

ごちそう村 和泉中央店 和泉市 池田下町２１５－１ 飲食店

幸せのパンケ－キ 和泉中央駅前店 和泉市 いぶき野５－１－１　和泉中央駅構内 飲食店

PIZZERIA oggi 和泉店 和泉市 府中町４－８－４１ 飲食店

ピソラ和泉観音寺店 和泉市 観音寺町７１７－１ 飲食店

のらや和泉店 和泉市 室堂町５５－４ 飲食店

焼肉 久蒔 和泉市 室堂町７２６－１６　進化第１４ビル１Ｆ 飲食店

炭火焼鳥 じゅん家 和泉市 室堂町７２６－１６　進化第１４ビル１Ｆ１０３ 飲食店

本格炭火焼肉輪 外環和泉店 和泉市 福瀬町１９９－３ 飲食店

和牛亭 おかむら 和泉市 幸２－２－３９－１０３ 飲食店

博多もつ鍋 楽 大阪店 和泉市 和気町４－１－９　エトワール１０３ 飲食店

Ster 和泉市 いぶき野２－９－５ サービス

ビヨウシツ トリコ 和泉市 室堂町４７９－１ サービス

アストロプロダクツ 和泉店 和泉市 伏屋町４－１０－２１ ショッピング

Shampoo 光明池店 和泉市 室堂町８２４－３６ サービス

LANIKAI 和泉市 のぞみ野３－１２－２７ サービス

ヘアアンドメイクアヴァンス和泉中央店 和泉市 いぶき野５－１－２　１Ｆ－３ サービス

ルスール 和泉市 のぞみ野３－１９－２０ サービス

トレフル和泉中央 和泉市 箕形町３－７－１８ サービス

hair make cor 和泉市 府中町１－２－７ サービス
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hair ＆ spa Lene 和泉市 府中町１－２０－１　フチュール和泉１０１ サービス

Aguhairsilje 和泉府中 和泉市 府中町１－８－３ サービス

Canamo 和泉市 府中町１－２１－２９ サービス

SEEK 和泉市 箕形町２－１２－３ サービス

GLICINE 和泉市 箕形町３－１－２７ サービス

宮脇書店 コムボックス光明池店 和泉市 室堂町８２４－３６　コムボックス光明池内　２Ｆ ショッピング

FAN 和泉市 池田下町１６１－１ ショッピング

電材買取センター 泉大津店 和泉市 富秋町３－２－４３ ショッピング

ジャングルジャングル岸和田和泉インター店 和泉市 あゆみ野１－１１－１ ショッピング

お宝家 和泉中央店 和泉市 室堂町４０－１ ショッピング

ANTIQUATREECAFE 和泉市 はつが野３－１３－４ ショッピング

marietfemmecoco 和泉市 のぞみ野１－２－４１　イチクラビル　１Ｆ 飲食店

木下書店エコール店 和泉市 いぶき野５－１　エコールイズミ　３Ｆ ショッピング

プロワーク 和泉 和泉市 葛の葉町１－１４－３０ ショッピング

国華園 和泉市 善正町１０ ショッピング

（株）家具の西口木工 和泉市 池田下町２８８９－１ ショッピング

ジャストカーテンエコール和泉中央店 和泉市 いぶき野５－１－１４ ショッピング

餡焚き屋中井はつが野本店 和泉市 はつが野３－１２－７ ショッピング

有限会社アオイ農園 和泉市 葛の葉町３－３－１１ ショッピング

プロムナ－ドカフェ 和泉店 和泉市 和気町４－２４－９ 飲食店

青木松風庵和泉店 和泉市 弥生町１－１－３ 飲食店

全日食横山店 和泉市 仏並町７０７ ショッピング

フレッシュマート サンパール 和泉市 伯太町６－１０－５ ショッピング

Restaurantencachette 和泉市 伏屋町３－２２－５０　進化第１８ビル２０１ 飲食店

マァクンノ店 四條畷市 中野新町１０番１５号 ショッピング

焼肉カルビ亭 四條畷市 中野１－２－２ 飲食店

焼肉屋さかい 四條畷店 四條畷市 砂２１１－３ 飲食店

アストロプロダクツ 四條畷店 四條畷市 蔀屋新町２－７ ショッピング

y．be garden villa 店 四條畷市 中野１０８－１ サービス

暮らしのファッション詩情 本店 四條畷市 楠公２－５－１７ ショッピング

かつや四條畷店 四條畷市 蔀屋新町４－１０ 飲食店

焼肉　タンク 堺市中区 深井沢町３２９９　 飲食店

土佐屋　深井店 堺市中区 深井清水町４０２２－２　 飲食店

millanta 堺市中区 深井清水町３９８７　東野ビル１Ｆ 飲食店

馬籠 堺市中区 深井沢町３１４７－１ 飲食店

高麗ガーデン福田本店 堺市中区 福田１３９５－１ 飲食店

日本料理 よしの 堺市中区 福田４３２－１０ 飲食店

和個室 紙屋 堺市中区 深井沢町３１２５　アートビル１Ｆ 飲食店

ナチュラルガーデン 堺市中区 深井水池町３２７０ 飲食店

幸せのパンケーキ 堺店 堺市中区 深井沢町３２９０　深井プラザ　Ａ－５ 飲食店

旭寿司 堺市中区 小阪３５９ 飲食店
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［大阪府その他］
加盟店名 市区町村 所在地 ジャンル

和牛焼肉餐亭 堺市中区 深井水池町３００１ 飲食店

四季彩 IKE 家 堺市中区 東山１０９－４ 飲食店

や台ずし 深井駅前町 堺市中区 深井沢町３２８３　深井駅前ビル 飲食店

和牛ダイニング 城 堺市中区 深井沢町３１８２ 飲食店

炭火焼鳥杉の屋 堺市中区 深井沢町３２９９ 飲食店

肉バル JAWS 堺市中区 深井沢町３１８２ 飲食店

カピン 堺市中区 深井沢町３１２４　サンハイム　１Ｆ サービス

coteri 堺市中区 深井沢町３３３２ サービス

hair make anjii 堺市中区 新家町３５０－１ サービス

ウキウキ倶楽部 深井 堺市中区 深井沢町３４０１ サービス

アン・アイズ 堺市中区 深井沢町３１４４ サービス

cuore 堺市中区 深井沢町３１２５　アートビル　２０１ サービス

ワーカーズショップ MC 堺市中区 八田西町２－１７－４５ ショッピング

マナベインテリアハーツ堺泉北店 堺市中区 毛穴町１７７ ショッピング

パン・ド・エッセ 堺市中区 深井水池町３２８２ 飲食店

花とおかしの工房 フランシーズ 堺市中区 深井水池町３２５４ 飲食店

LULUCA 東山店 堺市中区 東山３４５ ショッピング

酒ポッポ 堺市中区 新家町５４０－２ ショッピング

かつや堺大野芝店 堺市中区 大野芝町１２３ 飲食店

食品館アプロ堺水池店 堺市中区 深井水池町３４６５ ショッピング

業務スーパー 堺福田店 堺市中区 福田５３６ ショッピング

炭火焼鳥 Dining 晴レル屋 堺市中区 深井沢町３１２６　グランドール５ 飲食店

匠 秀げつ 堺市北区 新金岡町５－３－５１６ 飲食店

BELLE 堺市北区 百舌鳥梅町３丁３５－４　 飲食店

焼き鳥大吉百舌鳥梅町店 堺市北区 百舌鳥梅町３丁１－１９　 飲食店

きまぐれ DINING 洋 堺市北区 新金岡町５丁３－１０５　 飲食店

酒ノ ABC 中モズ店 堺市北区 長曽根町３０７３－１１ ショッピング

ロマンシュ - ズ本店 堺市北区 蔵前町１丁７－１５ ショッピング

とんかつ・洋食の店　ICHIBAN 堺市北区 百舌鳥赤畑町１丁２１－１ 飲食店

ステーキのどん　中百舌鳥店 堺市北区 百舌鳥梅町３ー４６－１ 飲食店

錦わらい　中百舌鳥店 堺市北区 金岡町１３８２－１ 飲食店

旬菜おでん料理 かま田 堺市北区 長曽根町２１ 飲食店

山海 堺市北区 金岡町１８１９－２ 飲食店

万福寿司 堺市北区 蔵前町１－１８－５ 飲食店

びっくりドンキー北花田店 堺市北区 新堀町２－１１８－３ 飲食店

レストラン レ・フレール カフェ部 堺市北区 百舌鳥陵南町３－４１３ 飲食店

ごちそう村 堺なかもず店 堺市北区 金岡町１３８２－１－６ 飲食店

gourmet ＆ gallery TARU 堺市北区 北花田町３－１７－６　ホリゾンビル５Ｆ 飲食店

すし半 堺店 堺市北区 奥本町１－２ 飲食店

三田屋本店 中百舌鳥 堺市北区 百舌鳥梅町３－２４－１０ 飲食店

河豚乃家 堺市北区 百舌鳥梅町３－１３－１ 飲食店
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対象加盟店リスト

［大阪府その他］
加盟店名 市区町村 所在地 ジャンル

焼肉丸福金岡店 堺市北区 蔵前町２－１－１３　サイリョウビル１Ｆ 飲食店

焼肉 萬輝 堺市北区 百舌鳥梅町１－２－５ 飲食店

焼肉市場 みや 堺市北区 中村町６０７－１ 飲食店

牛徳 堺市北区 南花田町１２５－２ 飲食店

炭火焼鳥杉の屋なかもず店 堺市北区 中百舌鳥町５－７９６－２ 飲食店

APAKABAR 北花田店 堺市北区 北花田町３－１７－３ サービス

Noel hair 堺市北区 中百舌鳥町５－７３１－３ サービス

Rue de Noel 堺市北区 中百舌鳥町２－５２　松川ビル２Ｆ・３Ｆ サービス

Garden ＋＋． 堺市北区 百舌鳥赤畑町３－１３５ サービス

LILIA． 堺市北区 蔵前町２－１６－５４　１Ｆ サービス

HAIRS OTETE 堺市北区 東上野芝町２－４３９ サービス

Bosshairchapter 堺市北区 奥本町１－４３ サービス

チャレンジ 堺市北区 八下北３－５６ ショッピング

VOCE 堺市北区 中百舌鳥町６－１０１２－１ サービス

Phino 堺市北区 北花田町１－４６－１　リーノオールウェイズ　２Ｆ サービス

HAIR 倶楽部 OSAKA － KAN 堺市北区 北花田町３－１８－１９ サービス

ties 堺市北区 長曽根町３０８４－７　１Ｆ サービス

RAF 堺市北区 常磐町１－４１－２６ サービス

HOMME FOR HAIR 堺市北区 新金岡町５－５－１１１ サービス

stage 三国ヶ丘 堺市北区 百舌鳥赤畑町１－１７－１　１Ｆ サービス

アルシュ エモーション 堺市北区 南花田町２３２－１ サービス

Laciel par Noel 堺市北区 北花田町３－１７－６　ホリゾンビル２Ｆ サービス

Slow 堺市北区 百舌鳥梅町３－２２－６　プレステージなかもず１Ｆ サービス

AVANCE．なかもず 堺市北区 中百舌鳥町２－２４４－２　４Ｆ－４０１ サービス

An cheril by AVANCE． 堺市北区 中百舌鳥町２－２４４－２　２Ｆ（２０１） サービス

ヘア・メイク アヴァンス 新金岡店 堺市北区 長曽根町７６９－１　エスポアール　１Ｆ サービス

ヘアーメイク アバンス 北花田店 堺市北区 北花田町１－２－１ サービス

オールドギア 堺市北区 南花田町６１－３ ショッピング

タイヤガーデン 堺 堺市北区 北花田町３－３２－７ ショッピング

アン・フェイス 堺市北区 北花田町２－１８９　パークテラス北花田　１Ｆ サービス

Calin et Noel 堺市北区 百舌鳥赤畑町１－３４－９ サービス

ハニーズ 中もず店 堺市北区 中百舌鳥町３－４２８－２　ホームセンターコーナン中もず店　２Ｆ ショッピング

カーテン・じゅうたん王国 なかもず店 堺市北区 百舌鳥梅町１－２４－８ ショッピング

柿の葉すし本舗たなか 堺もず店 堺市北区 百舌鳥陵南町３－３４ ショッピング

シューズ愛ランド 堺なかもず店 堺市北区 百舌鳥西之町３－５２３ ショッピング

家具の宝島 レインボー金岡店 堺市北区 蔵前町１－７－１５ ショッピング

酒の ABC 堺市北区 南花田町３６４－１ ショッピング

ホビーオフ 堺新金岡店 堺市北区 長曽根町５４５－１ ショッピング

KINJI なかもず店 堺市北区 百舌鳥梅町３－４－５ ショッピング

レストラン レ・フレール パン部 堺市北区 百舌鳥陵南町３－４１３ 飲食店

パリーネ堺店 堺市北区 東浅香山町３－２１－３７ 飲食店
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［大阪府その他］
加盟店名 市区町村 所在地 ジャンル

食品館アプロ浅香山店 堺市北区 東浅香山町１－２４１ ショッピング

食品館アプロもず店 堺市北区 百舌鳥西之町２－５００－１ ショッピング

La Fleur 堺市北区 中百舌鳥町５－６６０－１ ショッピング

Nails　Tina　IZUMI 堺市南区 晴美台１丁２３－７　 サービス

すし屋のこう多郎 堺市南区 檜尾３１４０－１ 飲食店

はや泉北の郷 堺市南区 原山台５－２１－２ 飲食店

kino － COCOCHI 堺市南区 釜室１００１ 飲食店

串の井 サンピア店 堺市南区 鴨谷台２－２－１　光明池サンピア１Ｆ 飲食店

うどん土佐屋 本店 堺市南区 深阪南１１７ 飲食店

串の井 パンジョ店 堺市南区 茶山台１－３－１　ショッピングセンターパンジョ４Ｆ 飲食店

泉ケ丘グーテ 堺市南区 茶山台１－２－１－２０６ 飲食店

ゆず庵 堺泉北店 堺市南区 豊田９９１－１ 飲食店

ニュータージマハルエベレスト 泉ヶ丘店 堺市南区 竹城台１－１ 飲食店

ビストロ寿司居酒屋 魚屋 堺市南区 和田２７１－１ 飲食店

本格炭火焼肉 輪 泉北 2 号線店 堺市南区 大庭寺１１７０－３ 飲食店

Evans the yakiniku 堺市南区 美木多上２０９１－５ 飲食店

タンと焼肉やま龍 堺市南区 原山台２－２－１　トナリエ栂・ 美木多 飲食店

tiravento 泉ヶ丘店 堺市南区 深阪南３４２－１３ サービス

ウキウキ倶楽部 泉ヶ丘 堺市南区 和田東３２９－２ サービス

AVANCE 光明池 堺市南区 新檜尾台２－１－３ サービス

FUD 堺市南区 深阪南３３０－４２ サービス

Opochu by FUD 堺市南区 茶山台３－３－２－１ サービス

eyelash salon MOANA 堺市南区 岩室９５６　からふねビル１Ｆ サービス

eyelash salon MOANA 堺市南区 鴨谷台２－１－１　３Ｆ サービス

ZENON BRIGHT 堺市南区 鴨谷台２－２－１　光明池サンピア１Ｆ サービス

HAIR’SZENON 光明池サンピア店 堺市南区 鴨谷台２－２－１　光明池サンピア１Ｆ サービス

bonhair ＆ maketonarie 栂 堺市南区 原山台２－２－１　ｔｏｎａｒｉｅ栂・美木多　３Ｆ サービス

ボンヘアーアンドメイク 茶山台店 堺市南区 茶山台３－３９－１１ サービス

乃が美はなれ 堺泉北店 堺市南区 小代１４８－２ 飲食店

けやき書房 堺市南区 深阪南１０５ ショッピング

アバンティブックセンター光明池店 堺市南区 鴨谷台２－２－１ ショッピング

フラワーショップ ロベリア 堺市南区 和田４２－１ ショッピング

シルバニア森のマ－ケット 堺市南区 鉢ヶ峯寺２４０５－１ ショッピング

ベックシュクレ トナリエ店 堺市南区 原山台２－２－１ 飲食店

手芸センタードリーム 泉北店 堺市南区 三原台４－３９ ショッピング

泉北堂 堺市南区 和田東３２９－２ 飲食店

青木松風庵泉北高倉台店 堺市南区 高倉台２－４０－８ 飲食店

Sakura CHOCOLATE 堺市南区 豊田９８１－１ 飲食店

ハーベストの丘 農産物直売所 またきて菜 堺市南区 字鉢ヶ峯寺２０３６－１ ショッピング

業務スーパー泉北檜尾店 堺市南区 檜尾２０１－７ ショッピング

マルゼン楽器店 サンピア店 堺市南区 鴨谷台２－２－１　光明池サンピア 2 Ｆ ショッピング
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［大阪府その他］
加盟店名 市区町村 所在地 ジャンル

ふる－つもいいかも 堺市堺区 大町東３丁１－１０　 飲食店

コリアンキッチン秀彬 堺市堺区 中瓦町１丁４－７　 飲食店

玄品　堺天神 堺市堺区 熊野町東１丁目２－２５　第２肥ビル１Ｆ 飲食店

焼きやき　ぼん凡 堺市堺区 大町東２丁１－１０　 飲食店

割烹十仁角 堺市堺区 市之町東１丁１－２６　 飲食店

炭火焼肉いっちゃん 堺市堺区 石津町３丁７－９　 飲食店

ホ－ムカフェリノリノ 堺市堺区 少林寺町東１丁２－２７　 飲食店

サロン ･ ド ･ フロ - リッシュ 堺市堺区 寺地町東３丁１－２４ フロ－リッシュビル３Ｆ エンターテイメント

鮨おおが 堺市堺区 大町東１丁２－７ 飲食店

ステーキのどん　堺七道店 堺市堺区 三宝町３ー１７３－１ 飲食店

榮 堺市堺区 櫛屋町東２－１－２６ 飲食店

天神 玉鮨 堺市堺区 熊野町東１－２－１　肥塚ビル１Ｆ 飲食店

バール ピッコロ・ドゥーエ 堺市堺区 北瓦町２－２－２ 飲食店

日本料理たけむら 堺市堺区 大町東１－２－５ 飲食店

鮨座醤の 堺市堺区 五月町８－１２　大商ビル１Ｆ 飲食店

中国料理 丹甫 堺市堺区 大町東２－１－２７　ハークスビル１Ｆ 飲食店

活ふぐ料理下関 堺市堺区 大浜北町２－１－２７　コンタパロス１Ｆ 飲食店

御寿司処弥助 堺市堺区 大町東１－１－１８ 飲食店

ピッコロカプリーチョ 堺市堺区 北瓦町２－３－８　北條第２ビル１Ｆ 飲食店

まつ元 堺市堺区 戎之町西２－２　ロイヤルコート参番館 飲食店

七ふく神堺東店 堺市堺区 翁橋町１－４－５　スカイビル１Ｆ 飲食店

う玄武 堺市堺区 寺地町東１－１－３２ 飲食店

鶏屋 Wakame 堺市堺区 中瓦町１－１－１３ 飲食店

ウイングチップ 堺市堺区 大仙中町８－２ 飲食店

咲蔵 堺市堺区 中瓦町２－３－２２　テクノ大徳ビル６Ｆ 飲食店

美々卯 堺店 堺市堺区 中之町東１－１－１２ 飲食店

ふぐ清 堺市堺区 中瓦町２－１－１６　ワイズビル 飲食店

茶寮つぼ市製茶本舗堺本館 堺市堺区 九間町東１－１－２ 飲食店

鮨舟 堺市堺区 熊野町東１－１－７ 飲食店

幸せのパンケ－キ堺東店 堺市堺区 三国ヶ丘御幸通３９ 飲食店

羊の家 堺東店 堺市堺区 北瓦町２－１－９ 飲食店

トンボ鮓 堺市堺区 桜之町西１－１－２８ 飲食店

創作イタリアン 丹治 堺市堺区 永代町１－１－１３ 飲食店

テアトロ ポンテベッキオ 堺市堺区 翁橋町２－１－２ 飲食店

吾作どん 堺東店 堺市堺区 中瓦町２－１－１５　エスト瓦町ビルディング　１Ｆ 飲食店

肉と八菜 OTOKICHI 堺市堺区 熊野町東４－１－１８　肉ビル　２Ｆ 飲食店

湖中 堺店 堺市堺区 戎島町３－２２－１ 飲食店

鮨・割烹たかくら 堺市堺区 翁橋町１－２－４　翁橋ビル　１Ｆ 飲食店

すし亭幹 堺市堺区 中瓦町１－３－１６ 飲食店

ポポピアーチェ 堺市堺区 田出井町１－１　ベルマージュ堺　１Ｆ 飲食店

焼肉ライク 堺東店 堺市堺区 北瓦町２－１－２６　利久ビル 飲食店
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［大阪府その他］
加盟店名 市区町村 所在地 ジャンル

旬のさかな 総 堺市堺区 北瓦町２－２－２ 飲食店

炉端さんちゃん 堺市堺区 櫛屋町東２－２－４ 飲食店

焼肉ホルモン酒場がやが屋 堺市堺区 北瓦町１－４－５１　テイサンビル１Ｆ 飲食店

鶏家六角鶏 堺市堺区 北瓦町２－２－１０ 飲食店

焼肉家すみび 堺市堺区 中瓦町２－３－１８ 飲食店

炭火とワイン 堺東店 堺市堺区 中瓦町２－３－１０ 飲食店

炭火やきとり将吉 堺東一条店 堺市堺区 一条通６－１２ 飲食店

焼肉ホルモンブンゴ堺東店 堺市堺区 中瓦町２－２－１１　第二富士ビル　１Ｆ 飲食店

焼肉屋つねちゃん 堺市堺区 御陵通４－７　和伸ビル１Ｆ 飲食店

鉄板焼 こから 堺市堺区 北瓦町１－５－１３　１Ｆ 飲食店

昌久園 堺市堺区 車之町東３－１－９ 飲食店

焼肉 でん 堺店 堺市堺区 砂道町２－１－１０ 飲食店

アストロプロダクツ 堺店 堺市堺区 出島海岸通３－５－２５ ショッピング

AGREE 堺市堺区 向陵西町１－３－７　デルメゾン　１０２ サービス

K － CREW．un 堺市堺区 北瓦町１－５－２３ サービス

ヘアーライフ ルシア 堺市堺区 戎之町西２－２－４ サービス

FLEAR hair salon 堺市堺区 北瓦町２－３－６　北條ビル２Ｆ サービス

ete by LILIA 堺市堺区 北三国ヶ丘町８－７－７ サービス

カーポートマルゼン 大阪本店 堺市堺区 高須町２－２－１０ ショッピング

アン・ハーツ 堺市堺区 向陵中町４－５－２７　中谷ビル　１Ｆ サービス

銀座に志かわ 堺東店 堺市堺区 新町１－７　サカイ東ビル　１Ｆ 飲食店

乃が美 はなれ 堺東店 堺市堺区 中瓦町１－４－２０　松本ビル　１Ｆ 飲食店

パルネット ベルマージュ 堺店 堺市堺区 田出井町１　ベルアージュ堺　２Ｆ ショッピング

江久庵 堺市堺区 北三国ヶ丘町１－２－３６ 飲食店

コンテ 堺市堺区 戎島町３－２２－１　プラットプラット１Ｆ ショッピング

biotop 堺東店 堺市堺区 翁橋町１－１０－１２　TK アンバーコート堺東２ ショッピング

小島屋 堺市堺区 宿院町東１－１－２３ 飲食店

湯川家具 堺本店 堺市堺区 向陵中町２－２－１４ ショッピング

SUITS ＆ SUITS 堺店 堺市堺区 戎島町３－２２－１　堺プラットプラット　２Ｆ ショッピング

青木松風庵 堺本店 堺市堺区 緑ヶ丘南町１－１－２１ 飲食店

青木松風庵 ザビエル公園店 堺市堺区 車之町西１－１－２９　グラン・ド・ムール堺ザビエル公園　１Ｆ 飲食店

日之出屋岩橋 御陵前店 堺市堺区 南半町西２－１－１０ ショッピング

日之出屋堺駅南口店 堺市堺区 栄橋町１－１０－１ ショッピング

アンソレイユルシエル 堺市堺区 栄橋町１－５－２　YS ビル１Ｆ 飲食店

和暖 堺市堺区 東雲西町２－２－３４　メゾン和光１Ｆ 飲食店

KITCHEN まつ本 堺市堺区 南半町東１－２－２ 飲食店

Ohp barber Shop 堺市堺区 甲斐町西１－２－２３　メゾンピエール１０２ サービス

＆ select shop 堺市堺区 北三国ケ丘町１－１－３７　ファイブコート北三国ヶ丘１０５ ショッピング

食品館アプロ堺香ヶ丘店 堺市堺区 香ヶ丘町１丁９番２８号 ショッピング

近江焼肉すだく　北野田店 堺市東区 北野田９１－１２　デルタ北野田 飲食店

シルフィード 堺市東区 日置荘西町２丁３６－３　 ショッピング
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［大阪府その他］
加盟店名 市区町村 所在地 ジャンル

書院バンブーハウス 堺市東区 北野田１５－１Ｂ　２Ｆ ショッピング

焼バル　しーぴっぐ 堺市東区 草尾１４４３－４　１Ｆ 飲食店

Prego! 堺市東区 日置荘西町７丁１２－４ 飲食店

大山珈琲 堺市東区 大美野８１－２ 飲食店

炭火焼肉 いち善 堺市東区 日置荘西町２－３９－９ 飲食店

創作和食 楓 堺市東区 大美野６－５　西源ビル　１Ｆ 飲食店

江戸前回転鮨 弥一 堺中央環状店 堺市東区 八下町１－２ 飲食店

Dolce 堺市東区 北野田９２　メゾンドール北野田１Ｆ サービス

ehl：fa 堺市東区 北野田１０８４　ベルヒル北野田　２１０ サービス

ネイル＆アイラッシュサロン Ai 初芝店 堺市東区 日置荘西町４－１０－２４　興亜初芝ビル　２Ｆ サービス

LAZO 堺市東区 丈六１６０－５ サービス

LirybyAK 堺市東区 北野田９０４－１ サービス

一心堂 堺市東区 日置荘原寺町１９－７ 飲食店

ジャングルジャングル 堺初芝店 堺市東区 日置荘西町１－１８－１ ショッピング

3DF-STUDIO.com 堺市美原区 今井７７－４ ショッピング

鰻屋 重 堺市美原区 菅生６６１－５ 飲食店

ファ－マ－ズオリジン 堺市美原区 平尾３３３３ 飲食店

びっくりドンキー堺美原店 堺市美原区 黒山１４１－１ 飲食店

アップガレージ 美原北インター店 堺市美原区 丹上３０３－１ ショッピング

株式会社プロショップ山本金物 堺市美原区 太井１１７－３ ショッピング

ワークショップ ポパイ 堺市美原区 太井１１７－１ ショッピング

たつみや食品 堺市美原区 北余部２５－１ ショッピング

業務スーパー堺美原店 堺市美原区 平尾３０１－１ ショッピング

Arts － BGallery 堺市西区 鳳南町５丁５１７番地１１５　 ショッピング

個室居酒屋　くつろぎ家 堺市西区 浜寺石津町西３丁５－２０　 飲食店

日本料理　大金楼 堺市西区 鳳南町４丁３８２　 飲食店

AlldaydiningHiKar 堺市西区 浜寺諏訪森町西１丁２３－１　ラメ－ル諏訪森１階 ショッピング

オ肉屋サンノランチ mogmog 堺市西区 浜寺諏訪森町中２丁１６９－８ 飲食店

中国料理 兆楽 堺市西区 上６５１ 飲食店

中国酒菜　暢暢　上野芝店 堺市西区 上野芝町２－３－１３ 飲食店

ふぐかず 堺市西区 鳳中町２－４８－５ 飲食店

串活料理にしむら 堺市西区 津久野町１－５－８ 飲食店

焼肉 高麗ガ－デン 浜寺店 堺市西区 浜寺諏訪森町西４－３８０－３ 飲食店

Patisserie FONCER 堺市西区 鳳南町１－３－３　アーバンプラザウェスト１Ｆ 飲食店

焼肉 トラジ 堺市西区 上野芝町２－６－３３ 飲食店

ふぐ真 堺市西区 鳳東町６－６４５　ヴェルデメゾン　１Ｆ 飲食店

びっくりドンキー上野芝店 堺市西区 北条町２－２１－２３ 飲食店

びっくりドンキー浜寺石津店 堺市西区 浜寺石津町西２－６－１０ 飲食店

のらや 鳳本店 堺市西区 鳳東町６－６２０－１ 飲食店

ガーデングリル森 堺市西区 鳳西町２－１７－５ 飲食店

肉料理玉屋本店 堺市西区 浜寺船尾町東３－４１８ 飲食店



16 / 44

SHOP SMALL® 街のお店応援キャッシュバック
対象加盟店リスト

［大阪府その他］
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豚汁処 錦えびすっち 堺繁笑店 堺市西区 浜寺船尾町東３－４０１ 飲食店

肉匠坂井 堺浜寺店 堺市西区 浜寺船尾町西３－５６ 飲食店

焼肉いってつ菱木店 堺市西区 山田３－１０６３－１ 飲食店

すし炉端津久見 堺市西区 菱木１－２４４４－１ 飲食店

鶏屋 Wakame 鳳店 堺市西区 鳳東町１－５０－２ 飲食店

コンテ 堺市西区 鳳東町３－２８７ サービス

ソポムータ by ティラベント 堺市西区 鳳東町１－３４－１ サービス

arbos 堺市西区 鳳南町３－２１２－３ サービス

Hair design WOW 堺市西区 鳳北町９－５０２ サービス

ehl：fa 上野芝店 堺市西区 上野芝町２－７－３　ＳＥＩＹＵ　２Ｆ サービス

アパカバール鳳 堺市西区 鳳東町１－３１－１ サービス

Aguhairfaire 堺 堺市西区 鳳東町１－７－３０　平兵衛ビル　３Ｆ サービス

アン・アームズ 堺市西区 鳳東町２－１６２－４　エスタ鳳　Ｂ１Ｆ サービス

Bee vivid 鳳店 堺市西区 上５５９－５　ＦＣＫビル　１Ｆ サービス

くまざわ書店 津久野店 堺市西区 下田町２０－１　イトーヨーカドー津久野店　２Ｆ ショッピング

メガストア 堺市西区 平岡町４５－１ ショッピング

ジャングルジャングルサカイ石津店 堺市西区 浜寺石津町東１－３－１２ ショッピング

精肉やまたけ 津久野店 堺市西区 津久野町１－３－２ ショッピング

こぶ政 堺市西区 鳳東町６－６２９ ショッピング

かつや堺鳳中町店 堺市西区 鳳中町９－１－１８ 飲食店

かつや堺石津店 堺市西区 浜寺石津町西２－５－１２ 飲食店

菓子工房桜 堺市西区 鳳西町２－８５－８ 飲食店

ケーキハウスリバージュ鳳店 堺市西区 鳳西町１－７８－９ 飲食店

ケーキハウスリバージュ津久野店 堺市西区 神野町３－１－１１ 飲食店

業務スーパー 鳳店 堺市西区 鳳北町１０－６８ ショッピング

ととぎん大東店 大東市 赤井３－５－９ 飲食店

天平 四條畷本店 大東市 明美の里町１６－１５ 飲食店

鮓・石松 阪奈店 大東市 曙町３－８ 飲食店

和牛亭五光 大東市 三住町一ノ三十五 飲食店

びっくりドンキー大東店 大東市 中垣内７－８－５ 飲食店

さかな亭 大東市 御領１－１１－２４ 飲食店

焼肉 西光園 住道店 大東市 三住町４－１ 飲食店

やきとり酒場ひびき 大東市 赤井１－１５－７　東野ビル　１Ｆ 飲食店

アストロプロダクツ 大東店 大東市 諸福１－１４－３０ ショッピング

STYLISHHOMEMITSUKO 大東市 野崎１－１－７　コッフレドゥクロシェット サービス

アールエスタイチ 大東市 中垣内３－１－２５ ショッピング

y．be 住道店 大東市 赤井１－１５－２１　住道グランドビル１Ｆ サービス

電材買取センター大東店 大東市 津の辺町３－３０ ショッピング

ガウディ 大東市 深野５－７－４７ 飲食店

かつや大東店 大東市 谷川２－７－１ 飲食店

カ－ショップ　メカドック 大阪狭山市 山本中３６４－１　 ショッピング
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［大阪府その他］
加盟店名 市区町村 所在地 ジャンル

レイアップ 大阪狭山市 狭山２丁目９１２－４　井上ビル２０１号 サービス

寿司割烹 遠藤 大阪狭山市 茱萸木６－９５０－１　北浦ハイツ１Ｆ 飲食店

喃風 大阪狭山店 大阪狭山市 山本東８００－１ 飲食店

イカリ寿司 大阪狭山店 大阪狭山市 大野台７－４－３ 飲食店

懐石料理加賀 大阪狭山市 池尻中１－２９－２８ 飲食店

びっくりドンキー大阪狭山店 大阪狭山市 茱萸木４－３７２－１ 飲食店

レストランアプリコット 大阪狭山市 大野東３７７－２ 飲食店

KINBOSHIPASTACAFE 大阪狭山市 茱萸木１－２７０２－３ 飲食店

炭火焼肉やまごろ 大阪狭山市 今熊６－３９７－１ 飲食店

焼肉 大門 大阪狭山市 茱萸木６－９５０－１ 飲食店

焼肉くらべこ 狭山店 大阪狭山市 池之原３－１０３９－１ 飲食店

cha cha Blanc 大阪狭山市 半田１－６１８－１ サービス

chacha Blanc Amie 大阪狭山市 半田６－１１９２－５ サービス

クリスタルマジックショパン 大阪狭山市 東茱萸木１－５９１－１ サービス

Lavie1F 大阪狭山市 くみの木６－１９２１－１ サービス

Lavie2F 大阪狭山市 くみの木６－１９２１－１ サービス

ヘアーサロン ミュゲ 大阪狭山市 半田１－６４７－３　ユートピアハイツ金剛１Ｆ サービス

Granci 大阪狭山市 茱萸木６－７８１－４　エレガンスぐみの木　１Ｆ サービス

スティル 大阪狭山市 半田２－２２４－６１　内田ビル　１Ｆ サービス

LegoHair 金剛店 大阪狭山市 半田１－１１８５－１　松本ビル　１Ｆ サービス

riff design labo 大阪狭山市 茱萸木１－１４３８－６ サービス

Aphrodite 大阪狭山市 半田２－３６４－１　クオリティーハイツ１Ｆ サービス

AVANCE．金剛店 大阪狭山市 半田１－２５２－３ サービス

DERE － DIR 大阪狭山市 狭山２－８６３－２ サービス

ヘアー＆メイク アヴァンス 狭山店 大阪狭山市 大野台１－１－３ サービス

As：one くみのき店 大阪狭山市 茱萸木３－１３８２－１ サービス

Boston 大阪狭山市 山本南２１７－６ サービス

カーテン・じゅうたん王国 狭山店 大阪狭山市 狭山２－８６４－２ ショッピング

パティスリー NANA 大阪狭山市 西山台２－１３－１８ 飲食店

パルネット 狭山店 大阪狭山市 茱萸木７－１１７５ ショッピング

肉処さだ源 大阪狭山市 半田２－２５１－１ ショッピング

パリーネ狭山店 大阪狭山市 東野西４－７７６－１ 飲食店

こだわり焼肉　侑 守口市 大枝東町１３－６　 飲食店

中国料亭凛追立 守口市 河原町１３－１１　 飲食店

コリアン酒場　せじょん 守口市 寺内町２丁目９－３５　 飲食店

守口ラクラク補聴器 守口市 河原町１０番１５－１０９号 ショッピング

Cafe Restaurant Binario 守口市 橋波東之町３丁目２番３８号　京阪西三荘スクエア　Ｎｏｒｔｈ１Ｆ 飲食店

“ 和 ”Bistro いのせんす！！ 守口市 本町１－７－２１　ラ・ラグーナ本町 飲食店

本マグロと新和食　咲 kura 守口市 竜田通り２－５－２ 飲食店

お好み焼・鉄板焼 きん太 守口店 守口市 佐太中町６－２２－３ 飲食店

串かつ酒場 えん満 守口市 寺内町２－１－７　エル守口内 飲食店
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［大阪府その他］
加盟店名 市区町村 所在地 ジャンル

肉匠紋次郎守口駅前店 守口市 寺内町２－８－９　林ビル１・２Ｆ 飲食店

にく楽家鐡牛 守口市 日吉町１－３－１０ 飲食店

昭和大衆ホルモン 守口寺方店 守口市 南寺方東通１－１－２０ 飲食店

魚ビストロ BACU 守口市 大日東町１５－８ 飲食店

ソワンドゥブレス大日店 守口市 大日東町２－１３　サンマークス大日ステーションレジデンス　１Ｆ サービス

Aguhairwelina 大日イオン前 守口市 大日東町２－１３　サンマークス大日ステーションレジデンス　２０６－Ｂ サービス

ヘアークリエーション ヴィタリテ 守口市 京阪本通２－１６－２３　矢野ビル　２Ｆ サービス

チャーミング ファミーユ 守口市 橋波西之町２－１５－２ サービス

NYNY 守口店 守口市 金下町２－６－５　コーポのぐち　２２Ｆ サービス

作業服 K 菊水店 守口市 菊水通３－７－８ ショッピング

WORK － 1 守口市 佐太東町１－１４－１４ ショッピング

電材買取センター 守口店 守口市 金田町５－２５－１５ ショッピング

ジャングルジャングル 守口店 守口市 寺方本通３－４－６ ショッピング

シマコーポレーション 守口店 守口市 金田町２－３－１２ ショッピング

食品館 アプロ 守口藤田店 守口市 藤田町２－１０－１６ ショッピング

食品館 アプロ 守口八雲店 守口市 八雲西町２－１５－１８ ショッピング

シェフカワカミ 外島店 守口市 外島町３－７ ショッピング

生鮮食品館 ベイはしば 守口市 西郷通１－２－１５ ショッピング

文禄堤茶味 守口市 本町２－４－１９ 飲食店

Lamp 亭 富田林市 久野喜台１丁目１８－８　中西ビル１階 飲食店

寿司　割烹　南喜久 富田林市 若松町西２丁目１７２６－６　 飲食店

きばらし 富田林市 甲田３－９－１１ 飲食店

源氏本店 富田林市 喜志町５－１０－６ 飲食店

喜神菜館 富田林市 喜志町５－４－１０ 飲食店

川田屋 富田林市 廿山２０－１ 飲食店

三田屋本店 富田林店 富田林市 宮町２－１５２３－１ 飲食店

大阪うどん きらく 富田林店 富田林市 宮町２－８－１６ 飲食店

鶏のいいとこどり一鳥一炭 富田林市 喜志町５－１０－７ 飲食店

オニジャスコーヒーヴィレッジ 富田林市 喜志町５－１０－８ 飲食店

中国料理 蓮花 富田林市 寺池台３－２３－３４ 飲食店

鳥きんぐ富田林店 富田林市 旭ヶ丘町１１－４５ 飲食店

ステーキインビッグジョー 富田林店 富田林市 新家１－２－２４ 飲食店

ふぐ政 富田林店 富田林市 若松町西２－１４７０－１ 飲食店

鶏と蕎麦 玄 富田林市 若松町西３－１５９４ 飲食店

aileciel 富田林市 若松町西１－１８９８－２ サービス

lulucharis 富田林市 昭和町２－１９０７－１ サービス

LIG 富田林市 寿町２－１０－３２ サービス

作業服のマルマサ 富田林市 本町１８－４ ショッピング

菓子工房 yamao 富田林市 藤沢台６－３－１ 飲食店

ワークショップトータル富田林店 富田林市 若松町５－１－１１ ショッピング

丸源ラーメン 富田林店 富田林市 若松町西２－１６８４－１ 飲食店
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加盟店名 市区町村 所在地 ジャンル

青木松風庵 富田林店 富田林市 小金台２－１－３６ 飲食店

スカイマート 富田林市 藤沢台１－４－２０ ショッピング

業務スーパー 富田林店 富田林市 若松町１－１５－１３ ショッピング

美容室エメールヘア 富田林市 寺池台１－９－２０６－１０５ サービス

しゃぶしゃぶ藤 寝屋川市 香里南之町３３－１６　 飲食店

ストリングハウスリアン 寝屋川市 香里新町１５－１２　 ショッピング

焼肉ホルモン富士 寝屋川市 石津南町１０－３３　 飲食店

旬菜旬魚　華と月 寝屋川市 香里新町２６－３　レオンズビル１－Ａ 飲食店

古木電器 寝屋川市 日之出町５－１ ショッピング

タコタコカフェ 寝屋川市 香里南之町２８－２４ トーカンマンション１１１ 飲食店

さくら 寝屋川市 香里北之町１１－１８　松本ビル１・２Ｆ 飲食店

ティコラッテ 寝屋川店 寝屋川市 豊野町１５－６ 飲食店

Italian Bar Basso 寝屋川市 香里新町２９－１３　香里ロータリービル２０１ 飲食店

総本山 寝屋川市 香里新町３－８ 飲食店

うみびや本店 寝屋川市 香里新町７－１０ 飲食店

和ダイニング八坂いそ平 寝屋川市 八坂町１５－３６－１０２ 飲食店

風の街寝屋川店 寝屋川市 早子町１４－７ 飲食店

きゅうろく鉄板焼屋香里園 寝屋川市 香里新町２５－１４　１Ｆ 飲食店

唐膳 寝屋川店 寝屋川市 高宮栄町１７－１０ 飲食店

炭火焼肉 田中流 寝屋川市 下神田町２７－１５ 飲食店

ル－チェサンタルチア寝屋川店 寝屋川市 宇谷町１－３１ 飲食店

オステリアカンパ－ナ 寝屋川市 早子町１９－４ 飲食店

びっくりドンキー寝屋川店 寝屋川市 堀溝２－７－７ 飲食店

珈琲館萱島店 寝屋川市 萱島本町１９－３　エル萱島東　Ｄ－３ 飲食店

とんかつ かつ辰 寝屋川市 河北中町３７－２０ 飲食店

四國うどん 河北本店 寝屋川市 河北東町１－１８ 飲食店

四國うどん 石津寝屋川店 寝屋川市 池田北町７－１１ 飲食店

中国料理 大幸 寝屋川市 香里北之町１１－５ 飲食店

焼肉 しば田 寝屋川市 香里新町２２－７ 飲食店

鶏屋だもん 香里園店 寝屋川市 香里新町４－７ 飲食店

肉処 倉 寝屋川店 寝屋川市 木屋町１３－２８ 飲食店

七輪焼肉パルパル 寝屋川市 八坂町１０－２６ 飲食店

酒魚炭菜 おどりや 成田東店 寝屋川市 成田東町２８－２０ 飲食店

焼肉・ホルモンにくろう香里園 寝屋川市 香里南之町３４－１３ 飲食店

香里園 焼肉一丁 寝屋川市 香里南之町３３－２４ 飲食店

焼肉・ホルモンにくろう 寝屋川市 日之出町２－２ 飲食店

居魚屋 味よし 寝屋川市 香里新町２３－１３　シャルムメゾン香里１Ｆ 飲食店

串かつ屋台 まいこ 香里園店 寝屋川市 香里新町７－１ 飲食店

焼肉きんぐ 寝屋川仁和寺店 寝屋川市 仁和寺町３２－３１ 飲食店

ジュール リッタ 寝屋川市 香里本通町８－３－２０５ サービス

カペリベラ 香里園店 寝屋川市 香里新町１０－１　アンドユー香里園１Ｆ サービス
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トラックショップ ケンズ 寝屋川市 高宮栄町９－１ ショッピング

セントジョージ 寝屋川市 香里南之町２８－２２ サービス

トム・ヘアーデザイン 香里園店 寝屋川市 香里新町９－２　Ｍ ’ ＰＬＡＺＡ香里壱番館 サービス

ティコラッテギフト 寝屋川市 豊野町１５－５ 飲食店

レオニダス 香里園店 寝屋川市 香里本通町１１－８ 飲食店

ティコラッテ香里園店 寝屋川市 香里南之町２８－２４　トーカンマンション　１０８ 飲食店

リカーマウンテン寝屋南店 寝屋川市 寝屋南２丁目１－２８ ショッピング

食品館 アプロ 寝屋川店 寝屋川市 上神田２－２１－７ ショッピング

barber HYATT 寝屋川市 田井西町１９－８　山下ビル１Ｆ サービス

株式会社かわもく 寝屋川市 香里本通町１０－１８ ショッピング

雅らく 寝屋川市 香里新町１２－７ ショッピング

こめや 寝屋川市 １１－１３ 飲食店

UTA 岸和田市 土生町２丁目１２－５　 サービス

MARK　AUTO 岸和田市 箕土路町１丁目５－４　 ショッピング

ハイブリッド　岸和田店 岸和田市 上松町２丁目９－１１　 ショッピング

寿し英 岸和田市 土生町２丁目３０－４９　 飲食店

あぶり焼きダイニングわさび 岸和田市 下松町５０７８　 飲食店

グランドフレンチ＆ベーカリー　マリーナ 岸和田市 小松里町２５１２ 飲食店

ふぐ政 岸和田市 磯上町１－１－４ 飲食店

五風荘 岸和田市 岸城町１８－１ 飲食店

かに問屋 岸和田市 南上町２－２３－１ 飲食店

炭火焼肉 香煙 岸和田店 岸和田市 磯上町４－２２－３３ 飲食店

YAKOZE ますや 岸和田市 土生町４１６７ 飲食店

レストラン 日本 岸和田市 上野町西１１－１ 飲食店

釜山 岸和田市 中井町１－２－６ 飲食店

シャンソニエ 岸和田市 下松町１－４－１６ 飲食店

三徳 岸和田市 土生町２－２５－３ 飲食店

ココイロ岸和田本店 岸和田市 八阪町２－１０－６ 飲食店

てっぱん Sesame 岸和田市 下松町１４６２ 飲食店

ステーキハウス ボンヌール 岸和田市 八阪町３－１９－１０ 飲食店

和食ダイニング ごちそう村 岸和田店 岸和田市 八阪町１－６３－１ 飲食店

とんかつ かつ喜 岸和田小松里店 岸和田市 小松里町２５２１ 飲食店

鶴橋風月荒木店 岸和田市 荒木町２－１９－１０ 飲食店

料理屋ゆう香 岸和田市 宮本町１１－２ 飲食店

レストラン ごち 岸和田市 中井町１－４－６ 飲食店

一歩岸和田店 岸和田市 小松里町５４５－１ 飲食店

釜山 別館 岸和田市 八阪町１－１０－４１ 飲食店

星野亭 岸和田市 西之内町２１－２５ 飲食店

ボンヴィラージュ・オゼ 岸和田市 田治米町１４０－１ 飲食店

北海素材 岸和田市 下松町５０３７ 飲食店

とんかつ かつらい 岸和田店 岸和田市 下松町１－８－３４ 飲食店



21 / 44

SHOP SMALL® 街のお店応援キャッシュバック
対象加盟店リスト

［大阪府その他］
加盟店名 市区町村 所在地 ジャンル

お好み焼 鉄板焼 きん太 岸和田店 岸和田市 作才町１－３－６ 飲食店

焼肉とっちゃん 岸和田本店 岸和田市 下松町１－８－４５ 飲食店

大阪カルビ 岸和田今木店 岸和田市 今木町１０－１ 飲食店

や台ずし東岸和田駅前町 岸和田市 土生町４－３－１ 飲食店

旬魚菜・なべきん魚 岸和田市 宮本町５－１ 飲食店

焼肉ホルモン正 岸和田市 小松里町２１１６　シャトレー小松里１Ｆ 飲食店

焼肉レストラン昌久園 岸和田店 岸和田市 八阪町１－３－２５ 飲食店

山麓苑 岸和田市 河合町１１８０ 飲食店

ソワカ 岸和田市 野田町１－７－１０ サービス

FLAPPER 岸和田市 野田町３－２－１４　ロードスリービル　１Ｆ サービス

Little Cue 岸和田市 下松町５０６０　ス－ペリアレジデンス　１０２ サービス

E － UP by boss 岸和田市 磯上町３－２３－５ サービス

a la mode 岸和田市 土生町２２８９－１ サービス

N’s BRILLAR 岸和田市 下松町９１６－４　サンシャイン道野　１Ｆ サービス

ヘアークリエイト ブラス 岸和田市 野田町３－３－２８ サービス

花工場 岸和田市 内畑町１５８－３ ショッピング

アバンティブックセンターラパーク岸和田店 岸和田市 春木若松町２１－１　ラパーク岸和田　２Ｆ ショッピング

木下書店 岸和田市 宮本町２－５ ショッピング

有限会社 木下書店 下松店 岸和田市 下松町５０４３ ショッピング

大悦 岸和田店 岸和田市 西之内町２－８ ショッピング

シャルパンティエ マツイ 岸和田市 額原町２２３－１ 飲食店

弁当 ごち 岸和田市 中井町１－４－６ ショッピング

プロワーク 岸和田 岸和田市 土生町２－８－２２ ショッピング

ジャングルジャングル岸和田店 岸和田市 下松町１－１－２０ ショッピング

KINJI 岸和田店 岸和田市 下松町１－６１－１ ショッピング

ピザハット岸和田店 岸和田市 上松町３－１０－３５ ショッピング

赤松商事（株） 岸和田市 土生町３－１３－１３　泉州卸売商業団地 ショッピング

水なす 旬茄 岸和田市 山直中町３７１ ショッピング

丸源ラーメン 岸和田春木店 岸和田市 八幡町４－５２ 飲食店

丸源ラーメン 岸和田八阪店 岸和田市 八阪町１－３－２３ 飲食店

かつや岸和田三田店 岸和田市 三田町６３７－１ 飲食店

からやま岸和田土生店 岸和田市 土生町３－２－２０ 飲食店

青木松風庵 春木店 岸和田市 八幡町１００２－１ 飲食店

青木松風庵 岸和田店 岸和田市 野田町３－３－３２ 飲食店

愛彩ランド 岸和田市 岸の丘町３－６－１８ ショッピング

ケーキハウスリバージュ東岸和田店 岸和田市 土生町５－３－３２ 飲食店

業務スーパー岸和田店 岸和田市 荒木町２－１６－２６ ショッピング

ダイヘイ本店 岸和田市 土生町３－６－１ ショッピング

皆様食品精肉 岸和田市 土生町３－１１－３３ ショッピング

中国酒菜　暢暢 岸和田市 土生町２－２５－８ 飲食店

アイラッシュサロンルアナ 摂津市 鳥飼西２丁目３－９　 サービス
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［大阪府その他］
加盟店名 市区町村 所在地 ジャンル

センダ時計店 摂津市 正雀本町１丁目１９－１１　 ショッピング

串かつ居酒屋　はじけ家　鳥飼店 摂津市 鳥飼野々１丁目３０－４　 飲食店

炭火七輪焼肉ジャンジャン 摂津市 鶴野４－１－１ 飲食店

土佐っ子 摂津市 東一津屋１６－２３　グレーシア大西１０６ 飲食店

和さぶろ 摂津店 摂津市 東一津屋１－１２ 飲食店

地鶏 うの屋 摂津市 香露園２－１４ 飲食店

薩摩の牛太 摂津市 香露園２４－２５ 飲食店

串三六 摂津市 鳥飼中１－４－１ 飲食店

黒毛和牛焼肉 和王亭 摂津市 千里丘１－１３－２７　都ビル１Ｆ 飲食店

焼肉 蔵 摂津市 北別府町４－１２ 飲食店

ambiance 摂津市 千里丘東３－７－２０ サービス

ATELIER MIHO 摂津市 千里丘１－８－１０ サービス

ALPHA 摂津市 千里丘７－１０－２４　アメニティブワ１０２ サービス

Liliane 摂津市 千里丘２－１２－３２　１Ｆ サービス

レーシングワールド 本店 摂津市 鳥飼和道２－８－５ ショッピング

酒の和 摂津市 千里丘５－１２－３ ショッピング

戎店 摂津市 東別府１－３－１１ ショッピング

電材買取センター 摂津店 摂津市 鳥飼下３－８－７ ショッピング

田村書店 千里丘店 摂津市 千里丘１－１ ショッピング

キーポイント 摂津鳥飼店 摂津市 鳥飼上４－１－５６ ショッピング

株式会社 だいまつ 摂津市 鳥飼下２－２－１２ ショッピング

リカーマウンテン井高野店 摂津市 別府３－１９－１５ ショッピング

焼肉さつま 摂津市 東正雀１２－４ 飲食店

大和屋 東大阪市 吉田５丁目１０－２４　 飲食店

つるん 東大阪市 高井田本通７丁目６－１０　 飲食店

紀の国屋洋食店 東大阪市 足代１丁目１２－５　 飲食店

和風と韓流　新居酒屋紅まる　新石 東大阪市 西石切町３丁目３－１０　新石切中野ビル２Ｆ 飲食店

すずや×石切丸 東大阪市 東石切町１丁目６－３６　 飲食店

884 東大阪市 長堂３丁目１９－７　シャンベルミツモ１Ｆ サービス

ゴルフプランナ－ 東大阪市 鴻池町１丁目２８－３４　 ショッピング

ヘアクリエ－ションアンベリ－ル 東大阪市 下小阪２丁目７－１３　シティパレス８ サービス

BARN 東大阪市 長田中１丁目４－９　アベニューリップル長田１Ｆ 飲食店

てっぱん峯ノ頂 東大阪市 足代北２丁目５－１６　 飲食店

旬菜喜いち 東大阪市 中新開２丁目２－１　ロイヤルハイツ１Ｆ 飲食店

串揚げ　ふじ川 東大阪市 御厨中１丁目１８－３７　東大ビル１Ｆ 飲食店

すし丸 東大阪市 楠根１丁目２－２７　 飲食店

炭焼屋　ニノ道 東大阪市 小若江４丁目１１－１５　 飲食店

おでん酒庵　飛鳥 東大阪市 小若江１丁目９－４　 飲食店

炭火焼鳥桃次郎 東大阪市 寿町２丁目１－５　 飲食店

GOCCHI 東大阪市 下小阪５丁目１６－１９　秀雅ハイツ１Ｆ 飲食店

YOSA PARK youme 東 東大阪市 西堤本通東１丁目１－１－１０３ サービス
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［大阪府その他］
加盟店名 市区町村 所在地 ジャンル

( 有 ) トキ貿易 東大阪市 中新開２丁目１０－１７ ショッピング

ミノヤ ミスオードリー 東大阪市 菱屋西１丁目１５－２３　ボー・リバージュ ショッピング

キムラ寿シ 東大阪市 鴻池町２丁目２－１ 飲食店

もり井 東大阪市 長堂３－１９－１ 飲食店

にぎり寿し 福笹 東大阪市 足代北２－１３－１９　布施ビル１Ｆ 飲食店

駒すし 東大阪市 額田町８－２４ 飲食店

蕎割鮮井もと 東大阪市 吉田本町３－８－５　ボナンサ東野２ 飲食店

寿司・一品おやじすし一喜 布施店 東大阪市 足代新町３－３　第一寿ビル　１Ｆ 飲食店

チャイニーズスタイル ほうみん 東大阪市 荒本新町４－１１ 飲食店

やきとり一品 千代 東大阪市 鴻池町１－２８－４３ 飲食店

肉 ’sKitchen きたうち 東大阪市 長田東３－２－２４ 飲食店

にぎり寿司 生吉 東大阪市 長堂１－２１－１８ 飲食店

にぎり寿司 生吉 高井田店 東大阪市 高井田中１－８－３０　アクロシャトー永和１０２ 飲食店

アジヨシ 弥刀店 東大阪市 大蓮北１－１－１ 飲食店

びっくりドンキー東大阪店 東大阪市 稲田新町３－９－６４ 飲食店

海席 与志乃 東大阪市 西鴻池町２－４－１ 飲食店

ココイロ東大阪店 東大阪市 善根寺町３－７－２５ 飲食店

太公望ほっぺち 東大阪市 長堂１－３－２０　夢絆ビル　１・２Ｆ 飲食店

Cheznoix 東大阪市 高井田本通５－３－２１ 飲食店

レストラン サンク 東大阪市 今米１－１４－３　サンフィエルト吉田　１Ｆ 飲食店

焼肉いつき 東大阪市 長堂１－２－１１ 飲食店

びっくりドンキー岸田堂店 東大阪市 岸田堂西２－５－２６ 飲食店

びっくりドンキー 高井田店 東大阪市 高井田本通６－４－７ 飲食店

旬菜 さか田 東大阪市 横枕西２－２２　プランドール中川 飲食店

CHINA 進 東大阪市 永和２－２－２９ 飲食店

蟹虎 東大阪市 長堂１－８－１１　ヴェル・ノール布施１０８区画 飲食店

肉料理の八段 東大阪市 横枕西９－１ 飲食店

お好み焼偶吉田駅前店 東大阪市 今米１－２－４５ 飲食店

シャロン 阪奈店 東大阪市 善根寺町４－１２－２０ 飲食店

寿し・清水 東大阪市 神田町３－２７ 飲食店

炭火焼肉 河内屋 高井田店 東大阪市 西堤１－１３－７ 飲食店

のらや石切店 東大阪市 西石切町５－５－８ 飲食店

寿司居酒屋 人 東大阪市 荒本北２－２－１２ 飲食店

焼肉韓流鉄板鍋すずらん 東大阪市 荒本北２－６－１０　パトラＹ　１Ｆ 飲食店

焼肉ダイニング李朝園 布施店 東大阪市 足代新町７－１ 飲食店

や台ずし 河内花園町 東大阪市 稲葉３－１１－３８ 飲食店

慶昌苑 東大阪市 小阪本町２－１３－１４ 飲食店

焼肉 太平寺 西光園 東大阪市 太平寺２－９－２５ 飲食店

炭火焼肉 河内屋 枚岡店 東大阪市 新町２－２４ 飲食店

炭火焼肉 河内屋 東大阪市 新家２－１－３７ 飲食店

焼肉韓国料理 あじくら 東大阪市 森河内西１－９－２０ 飲食店
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［大阪府その他］
加盟店名 市区町村 所在地 ジャンル

炭と鶏と蕎麦もすけ 東大阪市 小阪２－１５－１４　ミドービル１０７ 飲食店

焼肉 食水苑 東大阪市 金物町６－１　セントラルヴィラ１Ｆ 飲食店

鶏ちゃん 東大阪市 長田西４－３－１９ 飲食店

やきとりたづや 東大阪市 足代１－１２－６ 飲食店

炭火焼肉牧場 サカエ屋 東大阪市 荒本２－１５－２８ 飲食店

牛伝 東大阪店 東大阪市 川俣３－１－４７ 飲食店

串茶屋 粋酔 東大阪市 長田中１－４－１７　長田センタービル　Ｂ１ 飲食店

焼肉きんぐ 東大阪瓢箪山店 東大阪市 若草町５－１０ 飲食店

とりなべ亭 布施店 東大阪市 足代北２－５－３ 飲食店

寿司居酒屋 颯 東大阪市 長田中１－４－１７　長田センタービル　１Ｆ 飲食店

ExE Factory 東大阪市 渋川町４－２－４１ ショッピング

float 東大阪市 小阪１－７－１　近鉄ビル　２Ｆ サービス

GLISTENmore 東大阪市 鴻池元町６－１１ サービス

メンズビューティー ナップ 東大阪市 荒本北２－２－５０　コーポ岡部１Ｆ サービス

LU3NA 東大阪市 長堂２－１７－１３　ソレイユ長堂１Ｆ サービス

DUCATI 大阪イースト 東大阪市 荒本北３－２－９ ショッピング

Soin de Blanche 東大阪市 下小阪５－２－３５　ライフ八戸ノ里店　２Ｆ サービス

Raguu Hair 東大阪市 西石切町２－１－３　デルフコ－ト　１Ｆ サービス

八尾カワサキ 東大阪店 東大阪市 御厨中１－１６－２４ ショッピング

Figaro DouDou 東大阪市 西石切町１－１１－３０　新石切駅前ビル１Ｆ サービス

Figaro MAGIE 東大阪市 花園東町２－９－２１ サービス

FunnyLocks 東大阪市 吉田本町１－１－３２　アルデ－ルエスパシオ　１Ｆ サービス

geeta 東大阪市 西石切町３－６－１４　美容室ジ－タ サービス

Champ 小阪 東大阪市 御厨栄町２－９－２９　ラパンプラス　１０１ サービス

フェール石切店 東大阪市 弥生町２－４３ サービス

JILL 東大阪市 稲葉３－１４－２０ サービス

洗車のジャバ東大阪店 東大阪市 鷹殿町２１－３６ ショッピング

abije 東大阪市 稲葉３－１１－６　YANO フラワーガーデン１Ｆ サービス

キーパーラボ東大阪店 東大阪市 川田３－９－５０ ショッピング

DoEN 荒本店 東大阪市 荒本北２－３－４ サービス

FIGARO Re 東大阪市 岩田町１－２１ サービス

カーポートマルゼン 東大阪店 東大阪市 三島３－１－５ ショッピング

soin de brace 小阪 東大阪市 小阪１－４－３０　アミティ小阪　１Ｆ サービス

soin de brace フラン東花園店 東大阪市 吉田６－１－１９　花園アロービル　２Ｆ サービス

Soin de brace 布施 東大阪市 長堂２－３－１５　ＹＡＮＯステーションガーデン　１Ｆ サービス

菓匠庵白穂 石切店 東大阪市 中石切町５－１３－５８ 飲食店

乃が美 はなれ 布施店 東大阪市 足代１－１２－５ 飲食店

ドリーム 東大阪店 東大阪市 宝持４－１４－２６ ショッピング

カドヤ 大阪店 東大阪市 川俣１－１５－３４ ショッピング

作業服 K 末広店 東大阪市 末広町２４－１４ ショッピング

カーテン・じゅうたん王国 北巽店 東大阪市 岸田堂西２－１１－７ ショッピング
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ブックオフ 東大阪吉原店 東大阪市 吉原２－４－２ ショッピング

作業服 K 渋川店 東大阪市 渋川町４－１－２８ ショッピング

アーバンリサーチ warehouse 東大阪 東大阪市 角田２－３－３６ ショッピング

電材買取センター東大阪店 東大阪市 中石切町６－４－３３ ショッピング

ルジャンドル 八戸ノ里店 東大阪市 下小阪２－１４－１０ 飲食店

ルジャンドル 長田店 東大阪市 長田東１－２－９ 飲食店

NEXT51 東大阪店 東大阪市 古箕輪１－１８－１５ ショッピング

モモヤ布施店 東大阪市 足代１－１２－１１ 飲食店

喜久屋書店 新石切店 東大阪市 弥生町２－４３　新石切プラザ ショッピング

大悦 今米店 東大阪市 今米１－５－４０ ショッピング

キングファミリー 東大阪店 東大阪市 南上小阪１０－６０ ショッピング

リカーランドドリーム 長田本店 東大阪市 長田西２－６－１５ ショッピング

大将 東大阪店 東大阪市 新池島町２－２１ ショッピング

エス・ケー・シー FIRST 東大阪市 長田東５－１－３ ショッピング

トーカイ コーナン東大阪菱江店 東大阪市 中野南１－７１　ホームセンターコーナン東大阪菱江店　２Ｆ ショッピング

カインドオル フレスポ東大阪店 東大阪市 稲田新町３－９－６４ ショッピング

湯川家具東大阪店 東大阪市 稲田三島町３－８８ ショッピング

OLD プラス 東大阪店 東大阪市 菱江３－１－３２ ショッピング

テン・マンス 東大阪市 菱屋西３－６－８ ショッピング

作業服 K 東大阪市 菱江４－６－３９ ショッピング

ドゥーイッツ．東大阪店 東大阪市 島之内２－１２－１５ ショッピング

オフィス家具市場 メガ店 東大阪市 南上小阪１２－４１ ショッピング

オフィス家具市場 本店 東大阪市 三島３－９－７ ショッピング

ありがとう屋 大阪本店 東大阪市 角田１－７－４３ ショッピング

アイアンハート ザ ワークス オオサカ 東大阪市 高井田西５－４－２９ ショッピング

モモヤ小阪店 東大阪市 小阪本町１－６－２４ 飲食店

ベイクドマジック 東大阪市 長田東４－１－４４ ショッピング

スーパーことぶき 小阪店 東大阪市 御厨栄町１－６－３８ ショッピング

ピザハット東大阪長田店 東大阪市 長田中２－１－１１ ショッピング

かつや西堤店 東大阪市 西堤２－３－１９ 飲食店

かつや東大阪瓢箪山店 東大阪市 末広町２５－１４ 飲食店

かつや東大阪中央通店 東大阪市 中新開１－２－２９ 飲食店

スーパーサンコー横沼店 東大阪市 横沼町３－２－７ ショッピング

額田駅前店 東大阪市 立花町１６－１３ ショッピング

中津江 東大阪市 御厨栄町２－９－３１　エムハイツ小阪　１Ｆ 飲食店

大阪ガス SC ／リビングメンテサービス北東 東大阪市 水走３－９－２１ ショッピング

Super Proshop DAIKOSHI 東大阪市 中小阪２－１２－１ ショッピング

食品館アプロ友井店 東大阪市 友井５－１－１０ ショッピング

HONDA 松原市 東新町４丁目８－２６　 サービス

Objet 松原店 松原市 阿保３丁目５－２５　第二中西ビル ショッピング

ふぐ政　松原店 松原市 岡６－４－１６ 飲食店
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とんかつ かつ喜 松原店 松原市 三宅西１－３６１－１ 飲食店

天川茶寮 柿千 松原市 大堀１丁目２－１０ 飲食店

焼肉割烹 藤吉 松原市 阿保６－１１－２０ 飲食店

すし処 好太郎 松原市 阿保３－６－２５ 飲食店

焼肉しゃぶしゃぶ ほくでん 松原市 高見の里５－４９０－２ 飲食店

焼肉の蔵 村上 松原市 河合５－２０６ 飲食店

牛萬 松原市 三宅西３－２３７－４ 飲食店

焼肉こじま離れ 松原市 天美東７－１２－１８　ジョイフル２１ 飲食店

Marble 松原市 上田３－１－１８　ロイヤル協栄ビル　２Ｆ サービス

モードケイズ 松原店 松原市 阿保４－４－３５ サービス

ブリエマロニエ 松原市 天美南５－１８－１９ サービス

正文堂書店 松原市 上田３－６－１　ゆめニティまつばら ショッピング

ハニーズ 松原市 上田３－６－１　ゆめニティまつばら ショッピング

カンプリ松原店 松原市 松ヶ丘３－６－５ ショッピング

ワークショップトータル松原店 松原市 丹南２－２９９－１ ショッピング

作業服センタ－ ナカノ 松原市 高見の里４－８－１０ ショッピング

かつや松原三宅店 松原市 三宅中１－１－７ 飲食店

食品館 アプロ 岡店 松原市 岡３－４－３７ ショッピング

食品館アプロ松原店 松原市 南新町１－１３－４ ショッピング

花串 ひら井 松原市 天美南３－１４－１１ 飲食店

炭火焼肉 笑門来福 枚方市 岡東町２１－１９ 飲食店

レストラン西本 枚方市 招提元町１丁目３８－１５　 飲食店

KBC デンキ宮之阪店 枚方市 宮之阪２丁目３－５　 ショッピング

旬肴　どうひら 枚方市 楠葉並木２丁目２５－１５　 飲食店

炭火焼鳥八金亭船橋店 枚方市 船橋本町２丁目８０　長崎屋ビル１Ｆ 飲食店

あすなろ食堂 枚方市 船橋本町２丁目３２－４　 飲食店

おばんざい　春千代 枚方市 長尾家具町２丁目１５－２　１０３ 飲食店

美容室プラス 枚方市 須山町３０－１１ サービス

宝石ノタカセ ･SHOP 枚方本店 枚方市 宮之阪１丁目２０－３－１０３ ショッピング

タチバナ電器 枚方市 牧野本町１丁目１０－２５ ショッピング

和 -Dining 蔵 枚方市 招提大谷２丁目１６－８ 飲食店

amoretto 枚方市 川原町１１－１０　川原第１ビル　１０２ 飲食店

moonlight 枚方市 岡本町７－１　ビオルネ　３Ｆ 飲食店

とんかついなば和幸　京阪枚方店 枚方市 岡東町１９－２０ 飲食店

活魚と日本料理　和楽心　枚方店 枚方市 長尾峠町１－７０ 飲食店

お好み焼・鉄板焼　きん太　枚方養父店 枚方市 養父東町５２－３５ 飲食店

鉄板鍋づくし枚方本店 枚方市 岡東町２１－１９ 飲食店

沖縄　あっぱりしゃん　枚方店 枚方市 新町１－２－１０　枚方テイクスリービル１Ｆ 飲食店

焼肉ひむか 枚方市 招提元町３－２９－１ 飲食店

牛宗まるなか和牛焼肉長尾駅前店 枚方市 長尾元町６－７－２－１０１ 飲食店

びっくりドンキー枚方店 枚方市 須山町１１６１　サンシャインプラザ枚方 飲食店
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寿し昌 枚方市 町楠葉１－１－１７　ベルフローラ１Ｆ 飲食店

風の街枚方店 枚方市 出屋敷元町１－４６－１ 飲食店

炭火創作 dining 火のや温 枚方市 新町１－２－１０　枚方テイクスリービル　３Ｆ 飲食店

唐膳 東香里店 枚方市 高田１－５－２１ 飲食店

肉の松阪さんぷら座店 枚方市 岡東町１２－３　サンプラザ３号館３Ｆ 飲食店

肉の松阪山之上本店 枚方市 山之上北町４－１７ 飲食店

おおの 枚方市 楠葉美咲３－２２－２ 飲食店

京鼎樓枚方 枚方市 岡東町１２－２ 飲食店

RIZZA DINING 枚方市 岡本町４－２５　Ｄｏｍａｎｉ　１Ｆ 飲食店

創作和膳うえだ 枚方市 宮之阪３－１－２４ 飲食店

ラックエドット 枚方市 東香里南町５２－２１ 飲食店

串幸 枚方市 渚西２－３２－６　松栄マンション１０２ 飲食店

麒麟閣 枚方店 枚方市 長尾峠町１－５５ 飲食店

ふぐ料理西京家 枚方市 宮之阪１－２０－７－１０３ 飲食店

鉄板べろにこ 枚方市 東香里２－１－１９ 飲食店

CafeSanbankan ＋ 香里ヶ丘店 枚方市 香里ヶ丘３－１１－１　CONOBA 香里ケ丘Ｂ棟１Ｆ 飲食店

まぐろ家まる東香里店 枚方市 高田１－５－２１ 飲食店

珈琲館藤阪駅前店 枚方市 藤阪南町２－３－５ 飲食店

リシャルツ・バックハウス 枚方市 高田２－３１－３ 飲食店

割烹 ゆうな 枚方市 川原町５－３ 飲食店

弁慶すし 楠葉並木店 枚方市 楠葉並木２－２５－８ 飲食店

ステーキカッポー 恒づね 枚方市 津田山手１－８－１ 飲食店

BAR BIANCO 枚方市 町楠葉１－６－１１　クリオコート楠葉　１０７ 飲食店

焼肉レストラン和幸亭 枚方店 枚方市 尊延寺８３５ 飲食店

炭火焼肉 大起園 枚方市 村野高見台１－３３ 飲食店

大吉 楠葉南店 枚方市 東船橋１－６２－３ 飲食店

炭火焼肉 盧 枚方市 山之上東町８－１９ 飲食店

炭火焼肉 さか元 枚方市 町楠葉１－１－１５ 飲食店

居酒屋やまじ 枚方市 長尾家具町２－７－１１ 飲食店

居酒屋一 枚方市 津田駅前１－１３－１－１０２ 飲食店

牛の助肉之進 TANJIRO 枚方市 岡東町２２－１ 飲食店

GOAT hair 枚方市 大垣内町２－１６－１２　サクセスビル　２Ｆ サービス

エスクール face 枚方市 岡東町５－３２　日本生命ビル　１０１ サービス

エスクール iD 枚方市 楠葉朝日２－１２－１ サービス

ヘアー エスクール stella 枚方市 楠葉花園町１０－３　グレース　２０１ サービス

hairresortLien 枚方市 伊加賀南町５－７ サービス

tsu 菅原店 枚方市 長尾元町１－３３－２０ サービス

tsu くずは店 枚方市 楠葉美咲３－１３－３　ユニコン美咲ビル２Ｆ サービス

La fith hair swag 枚方市 岡本町４－７　アピリラージュ　１Ｆ サービス

BEAUTYSTREAM 本店 枚方市 岡東町１７－５　小澤ビル　２Ｆ サービス

Oto 枚方市 大垣内町２－８－１０　５Ｆ サービス
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ヘアスタジオ・アネックス 樟葉店 枚方市 南楠葉１－６－８－２０６ サービス

TOP HAIR Neo 枚方市 岡東町１４－４６　ボワラクテ　２Ｆ サービス

カーポートマルゼン 枚方店 枚方市 池之宮１－２４－４０ ショッピング

ビューティサロンモリワキ 香里店 枚方市 東香里南町２１－１２ サービス

NYNY 樟葉店 枚方市 町楠葉１－４－８　シャルム橋内ビル サービス

hairSCOEURcu 枚方市 岡東町１２－２　枚方Ｔ－ＳＩＴＥ　４Ｆ サービス

HairStudio アルテサーノ 枚方市 星丘４－１６－１１ サービス

クラワンカ 枚方市 岡本町７－１　ビオルネ　３Ｆ ショッピング

ミューズデュオ 枚方市 岡東町１８－２１　枚方三和ビル ショッピング

バイカル 楠葉店 枚方市 楠葉朝日２－１２－１０ 飲食店

ルイカステル 枚方店 枚方市 野村中町１－１０ ショッピング

大将 枚方店 枚方市 出屋敷元町１－４６－５ ショッピング

京阪園芸ガーデナーズ 枚方市 伊加賀寿町１－５ ショッピング

カーテンじゅうたん王国 枚方店 枚方市 茄子作３－３５－４８ ショッピング

酒のやまもと枚方店 枚方市 招提中町１－７－７ ショッピング

パティスリー カリオン 枚方市 香里ヶ丘３－１１－１　ＣＯＮＯＢＡ香里ケ丘　１０２ 飲食店

ピザハット くずは店 枚方市 南楠葉１－３－１１　パレくずは　１０１ ショッピング

パティスリー ルクール 枚方市 牧野阪１－１７－５ ショッピング

藏尾ポーク 牧方直売店 枚方市 禁野本町１－１６－１　北村ビル１０３ ショッピング

かつや大阪枚方店 枚方市 堂山３－３７－２５ 飲食店

リカーマウンテン 津田店 枚方市 野村中町５－１ ショッピング

ニッコー 東山店 枚方市 東山２－１３ ショッピング

食品館 アプロ 枚方店 枚方市 伊加賀寿町１２－１ ショッピング

Cucina Fratello 枚方市 香里園町５－２０　平田ビル１Ｆ 飲食店

楠葉ふとん店 枚方市 楠葉中町１－９ ショッピング

サンヒル柏原 柏原市 安堂町１１５－１ 飲食店

シャロン 柏原店 柏原市 本郷４－６７－１ 飲食店

食神苑母屋店 柏原市 本郷３－９－９ 飲食店

宮脇書店 大阪柏原店 柏原市 堂島町２－２０ ショッピング

カタシモワイナリー直売所 柏原市 太平寺２－７－３３ ショッピング

フレッシュマーケットアオイ柏原法善寺駅前 柏原市 法善寺４－２－５ ショッピング

食品館 アプロ 国分店 柏原市 国分西２－３－２３ ショッピング

BIHATSU － YA 桑名市 外堀２４ サービス

酒肴料理　菜々海 池田市 菅原町２－１２　 飲食店

洋食 Diningwoody 池田市 石橋１丁目３－１５　オアシスアイ一階 飲食店

マンジャ－レくれは 池田市 旭丘２丁目４－１１　フラッツクレハ１０１ 飲食店

CREO 池田市 石橋１丁目１３－６　 ショッピング

イタリアンバール　フェリーチェ 池田市 石橋１丁目８－３　カーニバルビル２Ｆ 飲食店

馬肉料理　ばにっくん 池田市 石橋２丁目１２－１１　グリ－ンビル１Ｆ 飲食店

蕎麦見世　のあみ 池田市 菅原町６－７ 飲食店

すし和食の店田まい 池田市 神田４－１－１ 飲食店
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ふぐ好　池田本店 池田市 鉢塚３丁目１３－２６ 飲食店

池田 銀なべ 池田市 城南２－２－１７ 飲食店

かやの木 池田市 伏尾町６３４－１ 飲食店

串揚げキッチンだん石橋店 池田市 石橋２－１－８　E･G･B　１Ｆ 飲食店

薩摩の牛太 池田市 旭丘２－１２－２９－１０２ 飲食店

麺料理ひら川 池田市 栄町１０－３ 飲食店

頓珍館 池田市 城南１－２－３ 飲食店

流れ鮨三代目おとわ 池田総本店 池田市 井口堂１－１３－１２ 飲食店

肉匠坂井 池田店 池田市 神田１－３１－２２ 飲食店

鶏屋だもん 池田店 池田市 菅原町２－３ 飲食店

炭火焼鳥英 池田市 石橋１－１－１１　ＭＫビル１Ｆ 飲食店

焼肉 晃 池田市 神田１－２４－１０ 飲食店

七輪炭火焼肉 たんたん 池田市 石橋１－７－２１ 飲食店

華苑 池田市 満寿美町１－１０　中村ビル　１Ｆ 飲食店

FERIA イケダ 池田市 槻木町１－２　ＷＩＫＥＤＡ　１Ｆ サービス

Hair Mode KT 石橋店 池田市 石橋２－２－１３　阪急石橋駅前ビル サービス

ブル－ム プリュス 池田市 石橋１－８－１　２Ｆ サービス

Nail salon filled 池田市 菅原町２－１４　池田菅原ビル４Ｆ サービス

Solana 池田市 石橋３－４－２ サービス

モードケイズ 石橋店 池田市 石橋２－１６－６　モードケイズビル　２Ｆ サービス

モードケイズ 池田店 池田市 満寿美町２－１１　イノウエＭＪビル　２Ｆ サービス

ディーバ 石橋店 池田市 石橋２－１６－６　モードケイズビル　１Ｆ サービス

rise cocoo garden 池田市 栄町３－１７ サービス

三菓亭 池田市 井口堂１－９－２３ 飲食店

業務用食品館 池田店 池田市 神田２－７－２２ ショッピング

食品館アプロ池田店 池田市 旭ケ丘１－１１－７ ショッピング

食品館アプロ石橋店 池田市 石橋１－１５－１１ ショッピング

シェフカワカミ 池田店 池田市 住吉１－１－１０ ショッピング

フードネットマート 石橋店 池田市 豊島北２－４－６ ショッピング

和食の店「なかや」 池田市 石橋２－２－１４　石橋エースビル 飲食店

コンフェクショナリーコトブキ 石橋店 池田市 石橋１－１３－４ 飲食店

洋食ダイニング Hiro's Kitchen 池田市 井口堂１丁目１０－１８セントラルマンションビル１０Ａ 飲食店

ハイブリッド　木戸本店 河内長野市 木戸３丁目２９－３４　 ショッピング

T's Coffee 河内長野市 南花台２丁目７－１ 飲食店

喜一 河内長野市 本町１１－３０ 飲食店

焼き鳥 釜めし とりぞう 河内長野市 木戸西町３－１－５ 飲食店

喜神菜館 河内長野店 河内長野市 上原西町１９－２７ 飲食店

かつ満 河内長野店 河内長野市 高向８２７－１ 飲食店

焼肉 横綱 河内長野市 木戸３－４１－１５ 飲食店

焼肉寄つ場 河内長野市 向野町５６１－１ 飲食店

アストロプロダクツ 河内長野店 河内長野市 市町１１８６－１ ショッピング
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tranq hair design 河内長野市 西代町３－３ サービス

trefle hair design 河内長野市 千代田南町２－１８　レジデンスサザン　１０１ サービス

Dear 河内長野市 野作町１４－１１ サービス

KAINOARMS 三日市店 河内長野市 三日市町３２－１　フォレスト三日市　２Ｆ サービス

HAIR ＆ MAKE AVANCE 河内長野市 楠町東１６５１－１　２Ｆ サービス

オールドギア 河内長野店 河内長野市 寿町１－１４ ショッピング

thanksalot 河内長野市 松ヶ丘中町１４３９－１ サービス

ハニーズ河内長野店 河内長野市 本町２４－１　ノバティながの北館　３Ｆ ショッピング

Deargo 河内長野市 本町２４－１　ノバティながの　３Ｆ ショッピング

ステイショナリー B2 河内長野店 河内長野市 本町２４－１　ノバティながの北館４Ｆ ショッピング

柿の葉すし本舗たなか 河内長野店 河内長野市 原町１－２－５ ショッピング

e － forum 河内長野店 河内長野市 西之山町１－２ ショッピング

プシューケ 河内長野市 楠町東１６５１－１ 飲食店

ドラゴン奥野酒店 河内長野市 栄町２４－５７ ショッピング

松田書店 河内長野市 木戸西町１－１－４０ ショッピング

からやま河内長野店 河内長野市 上原町４７０－１ 飲食店

かつや河内長野店 河内長野市 松ヶ丘東町１３７２－１ 飲食店

青木松風庵河内長野店 河内長野市 西之山町１－２ 飲食店

あすかてくるで 河内長野店 河内長野市 高向１２１８－１１ ショッピング

業務スーパー河内長野店 河内長野市 上原町８７３ ショッピング

千慕里庵 河内長野市 昭栄町１－２９ 飲食店

酒蔵 にしおか 河内長野市 本町２４－１－０１１　ノバティながの北館　Ｂ１Ｆ ショッピング

地球屋 河内長野市 上田町１６－１ ショッピング

西田屋ミートサービス 河内長野市 本多町４－６ ショッピング

寿司ゆう 河内長野市 本町２４－１　ノバティながの ショッピング

chouette 泉佐野市 若宮町３－１５　 サービス

焼肉炭味 泉佐野市 日根野４２８８－１　１０２ 飲食店

らーめん　ごん神 泉佐野市 鶴原３１１－７　 飲食店

泉佐野マチ処 泉佐野市 上町３丁目８－１２ ショッピング

リンクウマチ処 泉佐野市 りんくう往来北１番りんくうパビリオ２Ｆ ショッピング

キッチン shabana 泉佐野市 上町３丁目６－３２　東海谷ビル２Ｆ 飲食店

美食倶楽部　一歩 泉佐野市 高松南１－１－４５ 飲食店

パティスリー アン・スリール 泉佐野市 市場西１－１－１１ 飲食店

松屋 泉佐野市 市場東２－３１２－３ 飲食店

地魚寿司鶏料理おどろき 泉佐野市 上町３－１－３１ 飲食店

ごちそう村 泉佐野店 泉佐野市 上瓦屋２３６－１ 飲食店

ストロングスタイル 泉佐野市 上町３－１－３１ 飲食店

Enchante 泉佐野市 栄町５－４　シェールビル　１Ｆ 飲食店

ふぐ政 泉佐野店 泉佐野市 下瓦屋２－１－３４ 飲食店

泉州温泉青庵 泉佐野市 りんくう往来北１－２３ 飲食店

PISOLA 泉佐野店 泉佐野市 鶴原１９２４－２ 飲食店
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お魚食堂こたや 泉佐野市 新浜町３ 飲食店

情熱ホルモン 羽倉崎酒場 泉佐野市 羽倉崎２－１－８ 飲食店

焼肉きんぐ 泉佐野店 泉佐野市 上瓦屋５３８ 飲食店

みそ焼き 鶏坊 泉佐野市 下瓦屋２－２－７７　いこらも～る泉佐野１Ｆ 飲食店

アストロプロダクツ りんくうシークル店 泉佐野市 りんくう往来南３　りんくうプレジャータウンシークル内　１Ｆ ショッピング

DOUZE HAIR ＆ RELAX 泉佐野市 羽倉崎１－２－１７ サービス

バイクワールドりんくうシークル店 泉佐野市 りんくう往来南３　りんくうシークル ショッピング

ヨシカピカソ 泉佐野市 市場西３－３－２４ サービス

タイヤガーデン 泉佐野 泉佐野市 日根野４２０６－１ ショッピング

Aguhairport 泉佐野 泉佐野市 高松北１－６－５　伊勢商会ビル　２Ｆ サービス

Libra Hair Spa 日根野 泉佐野市 日根野７０６３　アンシャンテシントー サービス

マジョールツインカム 泉佐野市 上町１－３－４　コートサイドビル　１Ｆ サービス

アンヘアーズ 泉佐野市 日根野４２１１－１ サービス

フィットハウス りんくうシークル店 泉佐野市 りんくう往来南３ ショッピング

ワークスター 泉佐野市 下瓦屋５０－１ ショッピング

ドラゴンスタ－ 泉佐野店 泉佐野市 市場西３－７－１５ ショッピング

株式会社田中産業 本店 泉佐野市 旭町１０－２８ ショッピング

洋菓子の不二家 いこらもーる泉佐野店 泉佐野市 下瓦屋２－２－７７　いこらも～る泉佐野１Ｆ 飲食店

金久 泉佐野市 日根野２５４５ ショッピング

金尾酒店 泉佐野市 大西１－１－９ ショッピング

かつや泉佐野店 泉佐野市 南中安松７６３－６ 飲食店

青木松風庵 泉佐野店 泉佐野市 高松南１－１－８ 飲食店

こーたりーな 泉佐野市 松風台３－１－１ ショッピング

業務スーパー泉佐野店 泉佐野市 松原１－５－１９ ショッピング

ワークショップ うちた 泉佐野市 南中樫井３２４－３ ショッピング

WARAIYA 泉南ロングパーク店 泉南市 りんくう南浜２－１　泉南ロングパーク　Ａ－４ 飲食店

ボンヴィラージュ 泉南市 樽井２－３３－３３－１０３ 飲食店

廻鮮鮨喜十郎 泉南市 馬場２－２８２－１ 飲食店

美容室くれーる 泉南市 信達牧野５８４－２ サービス

KINJIFACTORY 泉南市 りんくう南浜４－２ ショッピング

畚寅砂川店 泉南市 信達牧野１０９４－１ ショッピング

のらやしゃぶ鍋うどん熊取店 泉南郡熊取町 野田１－６－２０ 飲食店

サラダ館 くまとり五門店 泉南郡熊取町 五門西４－１０１５－１ ショッピング

カフェ 空音 泉南郡田尻町 りんくうポート北３－２５ 飲食店

鮨　一二郎 泉大津市 昭和町１０－２７ 飲食店

錦わらい 泉大津南店 泉大津市 虫取町１－４－３０ 飲食店

たから 泉大津店 泉大津市 旭町１８－３　アルザ１内泉大津ＣＩＴＹ 飲食店

いなば和幸 泉大津店 泉大津市 旭町１８－３　いずみおおつＣＩＴＹ　１Ｆ 飲食店

沖寿司 泉大津市 我孫子１－２－４７　ホワイトビル 飲食店

泉大津 太郎寿司 泉大津市 田中町１１ー１１ 飲食店

割烹角わき 泉大津市 我孫子１－１－１０ 飲食店
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鮨人 泉大津市 東雲町１－１９ 飲食店

焼肉 すぎやま 泉大津市 東豊中町１－８－１　新栄ハイツ　１０３ 飲食店

あがさ 泉大津市 松之浜町１－１－２ 飲食店

お好み焼 鉄板焼 きん太 和泉府中店 泉大津市 東豊中町２－９５９－６ 飲食店

焼肉とっちゃん 泉大津店 泉大津市 我孫子１１５－１ 飲食店

仔牛屋 泉大津本店 泉大津市 池浦町１－１９２－１ 飲食店

BeautyVenus 泉大津市 旭町２２－６７　マヒナイズミ　１Ｆ サービス

フワハウス 泉大津市 田中町３－１９　雅苑ビル　２Ｆ サービス

FACE 泉大津市 東豊中町１－６－２２ サービス

Hair ＆ MakeE．R．A． 泉大津市 豊中町２－４－１８ サービス

AVANCE．泉大津店 泉大津市 旭町１９－２　泉大津駅高架下Ｎ．ＫＬＡＳＳ サービス

ニュアンス 泉大津市 旭町１６－４　プランミュールＩＭＡＩ サービス

ミーティス 泉大津市 戎町１－１７ サービス

mighty 泉大津市 池浦町２－５－２５ ショッピング

虎屋 sweets 泉大津市 田中町９－８ 飲食店

酒専門店 鍵や 泉大津市 東豊中町２－４－３　エテルネル２１　１Ｆ ショッピング

かつや泉大津店 泉大津市 春日町８－２０ 飲食店

青木松風庵泉大津店 泉大津市 旭町１８－３ 飲食店

食品館アプロ松ノ浜店 泉大津市 二田町１－１３－３ ショッピング

業務スーパー泉大津店 泉大津市 豊中町２－４－５ ショッピング

北の椅子と minoh 箕面市 船場東２丁目４－３　 ショッピング

フェイシャル＆美肌脱毛　Ducca 箕面市 牧落３丁目３－１３　ソレ－ユミノオ２０１ サービス

餃子の惑星箕面本店 箕面市 箕面５丁目１－４５　ハイツ宝山１－Ａ ショッピング

ヘア－スペ－スパシオン 箕面市 桜井２丁目４－３　桜井ビル１０１号 サービス

スクエア船場店 箕面市 船場東１丁目８－５８　 ショッピング

和み処一彩 箕面市 粟生新家５丁目６－１４　 飲食店

みのお滝茶屋　楓来坊 箕面市 箕面公園２－７４　 飲食店

お肉とワイン昌平 箕面市 桜井２丁目１－２１　 飲食店

KULONA カンパニー 箕面市 西小路４－１－１　ラジュール箕面１０２ 飲食店

SQUARE 箕面市 船場東１丁目８－５８ ショッピング

マザームーンカフェ　千里店 箕面市 船場東１－９－３２ 飲食店

一汁二菜うえの箕面 箕面市 箕面公園２－５　２Ｆ 飲食店

ステーキハウス千加良 箕面市 稲１－５－２２　第４マンション寺直２Ｆ 飲食店

美々卯 箕面店 箕面市 稲１－１－１９ 飲食店

MUSHROOM 箕面市 粟生間谷東５－１０－２８ 飲食店

炭火焼肉心一 箕面市 今宮３－１０－５ 飲食店

芦屋荘 箕面市 西小路４－４－３０　箕面コスモビル　Ｂ１ 飲食店

ドルチェモスカ－ト箕面店 箕面市 白島１－１－８ 飲食店

のらや 箕面店 箕面市 小野原東３－９－３２ 飲食店

がってん寿司箕面小野原店 箕面市 小野原西６－１２－５ 飲食店

壺千 箕面市 箕面６－１－３４ 飲食店
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加盟店名 市区町村 所在地 ジャンル

trattoriaTESORINOros 箕面市 小野原西６－３－３６ 飲食店

夢一喜 箕面船場店 箕面市 稲６－７－２０ 飲食店

明治の森 箕面 音羽山荘 箕面市 箕面公園１－３ 飲食店

三田屋本店 箕面小野原 箕面市 小野原東３－９－３５ 飲食店

Lei can ting 箕面市 船場東３－３－１１ 飲食店

サンマハロ 箕面市 小野原西３－２８－１９ 飲食店

和匠 肉料理 松屋 箕面店 箕面市 牧落１－８－４ 飲食店

焼肉呉家 箕面市 船場西３－１－１　テスコムビル２Ｆ 飲食店

焼肉 たくちゃん 箕面市 箕面１－２－６ 飲食店

焼肉処 銀花 箕面市 西小路２－７－１６　朝日ビル１ 飲食店

居酒屋まるこん 箕面市 箕面５－１３－４６　パ－クアベニュ　１Ｆ 飲食店

めぞん・ど・ぼーて箕面店 箕面市 箕面６－４－２４　サンクスビル　２Ｆ サービス

ハーレーダビッドソン テイク 箕面 箕面市 今宮３－２－１２ ショッピング

AIRFLOWAMBITION 箕面市 西小路２－６－１８ サービス

AIRFLOWWITHTHEGARDEN 箕面市 西宿１－１８－７ サービス

カーテルジャパン 箕面市 外院１－１－７ ショッピング

Richehair 箕面市 小野原西５－４－１５ サービス

LOVEED 箕面市 如意谷２－１０－２９　６Ｆ サービス

Leconte’ 箕面・小野原店 箕面市 小野原東４－２３－３５ サービス

LIBERTA 箕面市 小野原東３－８－２６　ハイツスリーアロー　１０５ サービス

南海部品 箕面店 箕面市 萱野１－８－２ ショッピング

リベラル 箕面市 桜４－１－３４　１Ｆ サービス

リアル ビューティサロン 箕面市 箕面６－５－７　くもんぴあ箕面　１Ａ サービス

LAVAFLOW 小野原 箕面市 小野原西６－２－１２　コモドポスト１　１Ｆ サービス

hair make Jima 箕面市 船場西２－１８－６ サービス

unacasa 箕面 箕面市 桜１－１－１ サービス

C．．．hair 箕面市 小野原西６－１３－３４　サクシードイン２　１Ｆ サービス

デリチュース ミノオ ホンテン 箕面市 小野原西６－１４－２２ 飲食店

Green note．．． 箕面市 萱野４－１１－１ ショッピング

宗家源吉兆庵 箕面小野原店 箕面市 小野原西４－７－１ 飲食店

ダブルデイ 箕面店 箕面市 船場東３－１－６　ＣＯＭ２号館　１Ｆ ショッピング

Natura 箕面市 小野原西６－２－２　プリマベラヒルズ１Ｆ ショッピング

マダムシンコ本店 箕面市 今宮４－１０－４４ 飲食店

ハートフル 本店 箕面市 西宿３－１６－１　西宿ファミリーハイツ１０Ａ 飲食店

三京商会 箕面市 船場東３－６－７２ ショッピング

サンコロール 箕面市 船場東２－１－１３ ショッピング

高山堂 箕面店 箕面市 桜ケ丘３－９－１５ 飲食店

エピナール 箕面市 箕面６－６－８ 飲食店

ハートフル 箕面市 彩都粟生南１－１６－２６ 飲食店

中外箕面店 箕面市 白島１－１－２４ ショッピング

シェ・ナカツカ 箕面市 坊島４－１０－４ 飲食店
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加盟店名 市区町村 所在地 ジャンル

パティスリーワイスタイル 箕面市 桜４－１５－４０ 飲食店

クーズコンセルボ 阪急箕面店 箕面市 箕面１－１－４５ 飲食店

ミルフィーユ オゥション 箕面市 小野原西５－１－１８ 飲食店

FACTORY OPEN 箕面店 箕面市 船場西１－３－１５ ショッピング

ブックパル デューク書店 箕面市 半町４－２－３３ ショッピング

株式会社湯川家具 箕面店 箕面市 小野原西１－２－１１ ショッピング

ジャストカーテン 箕面店 箕面市 船場東２－５－４７　ＣＯＭ３号館　１Ｆ ショッピング

肉の専門店 たか橋 本店 箕面市 今宮４－１０－４１ ショッピング

最上屋 箕面市 船場東３－１０－２８　新太平ビル　１Ｆ ショッピング

生鮮専門店たか橋 箕面市 牧落３－６－９－６－１０ ショッピング

箕面デニッシュ サトウカエデ 箕面市 箕面６－４－１７　箕面駅前第一駐車場・駐輪場　１Ｆ ショッピング

JA 大阪北部農産物直売所 箕面市 萱野２－６－１３ ショッピング

サニーサイド箕面小野原店 箕面市 小野原西５－１－１５ 飲食店

プロフーズ 大阪箕面店 箕面市 小野原西３－２０－２０ ショッピング

食品館 アプロ 箕面店 箕面市 粟生間谷東１－３４－５ ショッピング

シェフカワカミ 彩都店 箕面市 彩都粟生南２－１２－３３ ショッピング

北乃屋 箕面店 箕面市 桜５－１３－１１ ショッピング

BURGER ＋ DINING KOHAKU 箕面市 牧落３－９－１２ 飲食店

海鮮処 魚魚魚 箕面市 箕面６－１－３２　箕面レジデンス別館　１０１ 飲食店

ザ サンフェリーチェ 箕面市 桜井２－１０－１８ 飲食店

昭和酒場満海 羽曳野市 恵我之荘４丁目１－２６　 飲食店

fabriko 羽曳野市 西浦１５３０－１　 飲食店

レ　ブラン 羽曳野市 島泉８丁目１３－１　 サービス

プジャ 羽曳野店 羽曳野市 向野３－１６８－２ 飲食店

焼肉 幸 羽曳野市 東阪田２３３－５ 飲食店

びっくりドンキー羽曳野店 羽曳野市 西浦１１５６－１ 飲食店

インド料理プジャ西浦店 羽曳野市 西浦１－２０００－１ 飲食店

焼肉 一心 羽曳野市 南恵我之荘４－５－１８ 飲食店

いきなりステーキ 大阪羽曳野店 羽曳野市 野４６７－１ 飲食店

セラヴィ 羽曳野市 誉田３－１５－３０　Ｂ１ 飲食店

味喰笑 羽曳野店 羽曳野市 誉田３－２３－１７ 飲食店

焼肉 蔵 羽曳野市 西浦９２１－１ 飲食店

和牛焼肉 OTA 福 羽曳野市 西浦１－８－１８ 飲食店

牛王 羽曳野市 野々上４－１－９ 飲食店

焼肉こじま 羽曳野市 野３５３－１　大谷ビル　１Ｆ 飲食店

Ludi 羽曳野市 白鳥１－３－１４　１Ｆ サービス

ハーツ グランデ 羽曳野市 翠鳥園３８０－１ サービス

クリスタルマジック 伊賀店 羽曳野市 伊賀３－１９－５ サービス

LUCE 羽曳野市 軽里１－３－４　新栄プロパティ軽里　１２号室 サービス

シューズ愛ランド羽曳野店 羽曳野市 西浦３－４－６ ショッピング

河内ワイン館 羽曳野市 駒ヶ谷１０２７ ショッピング
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加盟店名 市区町村 所在地 ジャンル

パティスリーバロン 羽曳野市 南恵我之荘　８－１－３ 飲食店

ぱんろ～ど しらとりの郷店 羽曳野市 埴生野９７５－３ 飲食店

かつや美原ロータリー羽曳野店 羽曳野市 野４７６－５ 飲食店

かつや羽曳野西浦店 羽曳野市 西浦１１２０－１ 飲食店

青木松風庵 羽曳野店 羽曳野市 誉田３－２０－２３ 飲食店

あすかてくるで 羽曳野店 羽曳野市 埴生野９７５－３ ショッピング

Hale　Luana 茨木市 中津町１－２　ギルド茨木１Ｆ サービス

シマダ酒店 茨木市 玉櫛２丁目１２－８　 ショッピング

みよし寿司 茨木市 春日１丁目８－２６　 飲食店

さすらいのカンテキ　JR 茨木まる酒 茨木市 西中条町７－２４　山中ビル１０３ 飲食店

バル　タナハシ 茨木市 駅前１丁目４－３　谷鶴茨木駅前ビル１Ｆ 飲食店

海鮮おどりや　粋　茨木店 茨木市 双葉町３－３　 飲食店

RISE 茨木市 真砂１丁目３－２０ サービス

三府すし阪急茨木店 茨木市 双葉町７－２４ 飲食店

お好み焼はここやねん阪急茨木駅前店 茨木市 双葉町７－８　クロタニビル　１Ｆ 飲食店

ティコラッテ 茨木店 茨木市 野々宮１－９－１６ 飲食店

ちゃんこ鍋 春日 茨木市 天王２－４－１２　ヤマヒロコウサンビル　１Ｆ 飲食店

イタリア料理 Calma 茨木市 春日１－１６－７－１０４ 飲食店

焼肉酒場 闘牛屋 茨木市 春日１－１６－１１ 飲食店

ドルチェモスカ－ト茨木白川店 茨木市 鮎川５－２２－５ 飲食店

焼肉・鶏料理 心亭 茨木市 郡山２－２７－２３ 飲食店

鮨 龍平 茨木市 松ヶ本町３－１６　バ－デンズクラブビル　１０２ 飲食店

BakeryFactory 茨木真砂 茨木市 真砂１－６－１１ 飲食店

なないろ 茨木市 双葉町４－２　双葉コーポ　１Ｆ 飲食店

TerrazzaLegare 茨木市 彩都やまぶき１－１－５ 飲食店

ファーマーズキッチン大阪 茨木市 佐保１９４－４ 飲食店

VANSAN 茨木店 茨木市 駅前１－４－１４　エステート茨木駅前 飲食店

津の田ミート 茨木店 茨木市 新庄町２－１３　セラフィック IWT １０１ 飲食店

玄品 茨木 茨木市 中津町１－２ 飲食店

焼肉 鉄板鍋 一家 茨木市 西河原２－１０－２０－１０１ 飲食店

とりのねぐら阪急茨木店 茨木市 双葉町８－１０ 飲食店

炭火串焼 御阿蔵 茨木市 西駅前町６－３６　ラビアンヌエスポワール　Ｂ１－３ 飲食店

焼肉薩摩 茨木市 玉櫛２－２２－１６ 飲食店

焼肉匠 茨木市 小柳町１０－１７　グランドハイツ１０３ 飲食店

焼肉 hachi 茨木市 中津町１－２ 飲食店

薩摩の牛太 茨木市 沢良宜西１－１－６－１０３ 飲食店

海鮮料理と酒 いくひさ 茨木市 東奈良３－１５－２１　南茨木駅前ビル１０８ 飲食店

焼鳥・海鮮いろどり 茨木市 双葉町７－８　クロタニビル　１Ｆ 飲食店

焼肉牛兆茨木店 茨木市 別院町６－２７ 飲食店

海鮮ダイニング おとと 茨木市 南春日丘７－５－１０ 飲食店

居酒屋 のんき 茨木市 末広町２－２９　パインハイツ　１Ｆ 飲食店
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ララアネックス 茨木市 大手町４－３ サービス

ambiance ami 茨木市 双葉町２－２７　茨木シティライフビル サービス

アダムス ボーノ 茨木市 双葉町７－８　ベルム茨木　２Ｆ サービス

Spin hair fluffy 茨木市 新中条町１－３０ サービス

LAVAFLOW 彩都店 茨木市 彩都やまぶき２－１－１０　彩都類ビル　２Ｆ サービス

La fith hair 茨木店 茨木市 春日２－２－４　サンライフカスガ　１Ｆ サービス

Aguhairlouvre 茨木 茨木市 西駅前町９－３０　今西ビル　２Ｆ サービス

ARCHE 彩都店 茨木市 彩都あさぎ１－２－１６　ｐ　ｐｌａｃｅ　ｓｉｔｅ　２Ｆ サービス

モードケイズ 茨木店 茨木市 永代町５　ソシオ　１～３Ｆ サービス

モードケイズ improve 店 茨木市 西駅前町９－２９ サービス

ティークラフト 茨木店 茨木市 豊川１－３－６ ショッピング

Grow ZooM 茨木市 新庄町８－７　エクセレントライフ寿　１Ｆ サービス

n．HAIR 茨木市 双葉町７－２４　１Ｆ サービス

りくろーおじさんの店 彩都の森店 茨木市 彩都やまぶき１－２－２６ 飲食店

若菜屋茨木店 茨木市 中津町８－７ 飲食店

田村書店 南茨木店 茨木市 天王２－５－１０ ショッピング

富士サービス 茨木市 永代町５－１１６ ショッピング

フランス菓子ドエル 茨木店 茨木市 永代町４－１０１ 飲食店

フランス菓子ドエル 総持寺駅前店 茨木市 中総持寺町６－２０ 飲食店

シマコーポレーション 茨木店 茨木市 高浜町３－９ ショッピング

HYPERBOOKS 茨木 1F 茨木市 上郡２－１３－１４ ショッピング

ベーカーハウス リュウヘイ JR 茨木店 茨木市 西駅前町６－２２　浦野ビル　１Ｆ 飲食店

伏見屋本店 茨木市 田中町２－２１ ショッピング

焼肉薩摩 茨木市 玉櫛２－２２－１６ ショッピング

からやま茨木耳原店 茨木市 南耳原２－８－３１ 飲食店

かつや茨木真砂店 茨木市 真砂１－６－３ 飲食店

プチ・プランス 茨木舟木店 茨木市 舟木町８－１０ 飲食店

農産物直売所 みしま館 茨木市 庄２－２６－２２ ショッピング

ニッコー安威店 茨木市 南安威２－５－３７ ショッピング

類農園直売所 彩都店 茨木市 彩都やまぶき２－１－１０ ショッピング

スーパーかまだ 茨木市 上穂積２－６－１４ ショッピング

食品館 アプロ 沢良宜店 茨木市 沢良宜浜２－２－２ ショッピング

食品館 アプロ 総持寺店 茨木市 総持寺台１－２６ ショッピング

スーパーツジトミ サニータウン店 茨木市 山手台３－３０－３０ ショッピング

フードネットマート 茨木店 茨木市 元町８－１ ショッピング

のむのむ業務館 デリバリーセンター 茨木市 畑田町２－５ ショッピング

エーアイディー 茨木店 茨木市 沢良宜西３－１１－１３　田中マンション　１Ｆ ショッピング

ベーカーハウス リュウヘイ 南茨木店 茨木市 天王２－５－１０ 飲食店

松すし 藤井寺市 小山１丁目１－５４　 飲食店

梅廼家 藤井寺市 道明寺２－５－４１ 飲食店

半すし 藤井寺市 春日丘１－１－１５ 飲食店
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ステーキインビッグジョー 藤井寺店 藤井寺市 野中２－６６ 飲食店

ラ－メン五味八珍 藤井寺店 藤井寺市 西大井１－４７３－１ 飲食店

や台ずし 藤井寺駅前町 藤井寺市 岡１－１５－２０ 飲食店

肉料理さかもと 藤井寺店 藤井寺市 西大井１－４７５－１ 飲食店

リデル株式会社 藤井寺市 北岡１－４－１１ サービス

nattysect 藤井寺市 北岡１－６－１ サービス

Spec Holder 藤井寺市 国府１－２－１２ サービス

ater 藤井寺市 春日丘１－９－１７　ＴＳビルスールソレイユ　１Ｆ サービス

新パルネット 藤ヶ丘店 藤井寺市 藤ヶ丘３－２７８－１ ショッピング

ビス河南 藤井寺市 岡１－１３－２０ ショッピング

食品館アプロ道明寺店 藤井寺市 道明寺１－１９－２３ ショッピング

業務スーパー 藤井寺駅前店 藤井寺市 春日丘１－１－２８ ショッピング

AIRFLOWANOTHERLAGOON 豊中市 西緑丘１－６－２０ サービス

創作料理おばんざいきむら 豊中市 本町３丁目１４－１　 飲食店

炭火焼肉眞瀬 豊中市 熊野町４丁目１２－２３　 飲食店

眞瀬 豊中市 熊野町４丁目１１－９　 ショッピング

エステティックサロン　FJ 豊中市 本町１丁目２－５５　青木ビル４階 サービス

だし藏　せんちゅうパル店 豊中市 新千里東町１丁目３－５　 飲食店

BBQ オリーブチキンカフェ千里中央店 豊中市 新千里東町１丁目３　せんちゅうパル２Ｆ 飲食店

天神酒場　木もと 豊中市 服部西町１丁目３－３　 飲食店

ヒーリングヘアークロップ 豊中市 熊野町１丁目８－４５ サービス

らーめん八八 豊中市 名神口１－２－６ 飲食店

アンド　アエレ 豊中市 上野東３－１８－２８ 飲食店

しんぱち食堂千里中央店 豊中市 新千里東町１－２－２０　ＬＡＢＩＳＥＬＥＣＴ千里　４Ｆ 飲食店

ステーキのどん　中環柴原店 豊中市 刀根山元町５－５０ 飲食店

チャイナダイニング浪曼路 豊中市 桜の町７－１０－４ 飲食店

串かつ花むら　千里中央店 豊中市 新千里東町１－５－３　千里朝日阪急ビル　２Ｆ 飲食店

Natural　Dining 豊中市 新千里東町１－２－２０　ヤマダ電機　４Ｆ 飲食店

寿司　上野坂 豊中市 上野東３－１０－３５ 飲食店

一汁二菜うえの 別館 豊中市 上野東３－１－５ 飲食店

SOLVIVA TAJIMAYA 豊中市 新千里東町１－３　せんちゅうパル４Ｆ 飲食店

飛車角行 豊中市 螢池東町３－５－２ 飲食店

串カツ専門店 喝采 豊中市 新千里南町３－１－１３　マンションニュー千里１０２ 飲食店

日本料理　とみなが 豊中市 上野東２－２－４７　スタイルビル　１Ｆ 飲食店

とよなか桜会 豊中市 桜の町７－１０－７　豊中オスカービル　２Ｆ 飲食店

神戸屋 石窯ブレッドラブ豊中店 豊中市 神州町１－５０ 飲食店

丸十寿司和鮮 豊中市 庄内西町２－２２－３８ 飲食店

黒毛和牛焼肉 桜 豊中市 服部元町１－４－４ 飲食店

中国華膳 彩菜 豊中市 本町６－１－３　１９５ストリートビル　１Ｆ 飲食店

炭火焼鳥ちんどん豊中店 豊中市 玉井町１－３－２６ 飲食店

とん平本店 豊中市 本町３－４－１ 飲食店
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シュガ－レイ 豊中市 上新田３－１－９　スタジオ千里　Ｂ１Ｆ 飲食店

たかの 豊中市 上野東２－２－４７　スタイルビル１０２ 飲食店

松葉亭 豊中市 東豊中町４－１６－１０ 飲食店

SALVATORECUOMO ＆ BAR 千里 豊中市 新千里東町１－１－３　２Ｆ 飲食店

しゃぶ亭 豊中市 新千里東町１－３－５９　せんちゅうパル　Ｂ１ 飲食店

らーめん風土記 豊中市 新千里東町１－５－３　千里朝日阪急ビル　２Ｆ 飲食店

スンドゥブ専門店 KAM 豊中市 上野西３－１７－１８ 飲食店

ロベルトカレラ 豊中市 上新田２－２４－５１ 飲食店

和のごちそう岳獅 豊中市 熊野町４－１１－５ 飲食店

黒毛和牛専門店炭火焼肉りきちゃ 豊中市 螢池中町４－３－１３ 飲食店

マネケン千里中央店 豊中市 新千里東町１－３　せんちゅうパル　１Ｆ 飲食店

たぬきや 豊中市 庄内西町２－２２－３４ 飲食店

ステーキハウス ウエダ 豊中市 本町７－７－１６ 飲食店

ラ・メゾンブランシュ 豊中市 上野東１－４－１４ 飲食店

小田茂信の店 豊中市 本町６－１－１　ヒルズワンビル２０１ 飲食店

とんかつ かつ喜 豊中南店 豊中市 島江町１－３－２９ 飲食店

寿し はせ川 豊中市 本町３－１５－２２　ソシエ本町１Ｆ 飲食店

お好み焼・鉄板焼きん太 東豊中店 豊中市 東豊中町６－１６－８ 飲食店

鮨 なりまつ 豊中市 上野東２－１－１　上野一番館 飲食店

天ぷら割烹たかの 豊中市 岡町南１－１－２０ 飲食店

ごちそう村 豊中上新田店 豊中市 上新田４－２９－３ 飲食店

串揚げ，焼き鳥ダイニング串ろまん 豊中市 桜の町６－１０－３　T's ビルＢ１Ｆ 飲食店

クッカーニャ 豊中市 寺内１－５－７－１Ｆ　メゾン緑地 飲食店

イタンクリップ 豊中市 曽根東町２－５－１５ 飲食店

アランチーノ OSAKA 豊中市 向丘１－７－５ 飲食店

ブロシェット 豊中市 夕日丘３－１１－１７ 飲食店

味平 豊中市 東豊中町４－１－２９ 飲食店

炭焼処 四季匠 豊中市 緑丘４－３９－７ 飲食店

串家物語 LABI 千里店 豊中市 新千里東町１－２－２０　ヤマダ電機　４Ｆ 飲食店

ロッソ 豊中ロマンチック街道店 豊中市 桜の町６－１８－３０ 飲食店

ステーキハウス 華 豊中市 上新田３－２－１０　第二ハイツ 飲食店

ステーキハウス神楽 豊中店 豊中市 少路２－８－１３ 飲食店

オステリア カポ エジリオ 豊中市 緑丘１－２７－１０　ＮＬＣ緑丘　１Ｆ 飲食店

千房服部店 豊中市 服部豊町１－２－６－１０２　サンライフ服部 飲食店

焼肉 三太 豊中市 三和町２－３－１２ 飲食店

焼肉三太長興寺店 豊中市 長興寺南３－５－１１　三太レジデンス　１Ｆ 飲食店

居酒屋 セン 寅次郎 豊中市 玉井町１－２－１ 飲食店

勇麻衣屋 南桜塚本店 豊中市 南桜塚３丁目２－１６ 飲食店

大吉 東豊中店 豊中市 新千里南町２－７－８ 飲食店

牛旬 三郎 豊中市 服部豊町１－２－１ 飲食店

肉処 倉 豊中店 豊中市 桜の町７－６－１ 飲食店
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焼肉ハウス貴美 豊中市 螢池北町３－２－８ 飲食店

焼鳥と焼野菜ぎんすけ 緑地公園店 豊中市 寺内２－２－２６　ロワール緑地１０３ 飲食店

牛旬三郎別館 豊中市 服部西町１－３－６ 飲食店

平城園 豊中市 服部南町１－７－２５ 飲食店

居酒屋割烹 つる輔 豊中市 南桜塚１－２２－７　ルオール曽根 飲食店

牛旬三郎曽根店 豊中市 曽根西町３－１－６ 飲食店

彩鶏 豊中市 本町３－８－２ 飲食店

居酒屋 かえりみち 豊中市 日出町１－１－４ 飲食店

炭火焼肉但馬屋千里 豊中市 上新田３－１０－１７ 飲食店

焼肉 たか橋 豊中市 夕日丘２－１７－１　ホワイト・ボックス 飲食店

めぞん・ど・ぼーて 少路店 豊中市 少路１－１５－２ サービス

Addiction 1138 豊中市 寺内１－１１－１１　セントラルハイツ　１０１ サービス

alfred 豊中市 東寺内町１１－７　若竹マンション　１Ｆ サービス

Blanc 千里中央店 豊中市 新千里東町１－３　せんちゅうパル　２Ｆ サービス

RISEHAIRBRAND 豊中／ Leia 豊中市 本町５－１－１５　ＬｉｎｄｏＬｉｎｄａ　Ｂ１ サービス

ivy 豊中市 螢池東町１－６－３　ハマトクビル４Ｆ サービス

OLINO 豊中市 螢池東町２－７－２　プレステージ蛍池　１０２ サービス

サロンモーダ 豊中市 本町９－１－２　メゾン豊中パート１８ サービス

cherie 豊中市 東豊中町４－７－８ サービス

Snob via beach 豊中市 上新田１－１９－１０　イズミヒルズ　１Ｆ サービス

ブルーム インフィニティ 豊中市 服部西町１－１－２２　１Ｆ サービス

ブル－ム リアン 豊中市 岡町北１－２－２０　２Ｆ サービス

ブル－ム エボリュ－ション 豊中市 庄内東町４－１３－２８ サービス

ココテラス 豊中市 螢池東町３－５－７　光ハイツ　１Ｆ サービス

M2 豊中市 末広町１－１－２４ サービス

FERIA 緑地公園 豊中市 東寺内町１３－２３－２０５ サービス

envolee 豊中市 本町３－１４－５ サービス

Inity 少路店 豊中市 少路１－２－７　リッツサントノーレ　１０２ サービス

FERIA 桃山台 豊中市 新千里南町２－４－１ サービス

Luce 豊中市 曽根東町１－１０－３１ サービス

Third Place 豊中市 上野坂２－２１－１　ソシアＤ２　１Ｆ サービス

Rimo 豊中市 本町２－１－７２　増田ビル　２Ｆ サービス

chou － fleur 豊中店 豊中市 本町１－２－１３ サービス

ビューティーフェイス千里中央店 豊中市 新千里東町１－３－１４　せんちゅうパル　Ｂ１Ｆ サービス

ヘアーズ N・J 豊中市 新千里東町１－３－１４　せんちゅうパル　Ｂ１Ｆ サービス

フェリシータ緑地公園店 豊中市 東寺内町５－３８　タハシビル　２Ｆ サービス

ボン ザ タワー 豊中市 新千里東町１－２－１　ザ千里タワー　２Ｆ サービス

MODEK’slaviebelle 庄内店 豊中市 庄内西町３－１０－１５ サービス

モードケイズ 豊中店 豊中市 岡上の町２－５－２５ サービス

コミュニティーランド ディメンション 豊中市 新千里東町１－３－１１０　せんちゅうパル　１Ｆ サービス

hair′seffect 豊中市 東寺内町１３－５－１０１ サービス



40 / 44

SHOP SMALL® 街のお店応援キャッシュバック
対象加盟店リスト

［大阪府その他］
加盟店名 市区町村 所在地 ジャンル

ジェイーコ 緑丘店 豊中市 北緑丘２－２－２３　ネオレジデンスけやき坂　１０３ ショッピング

文具の三協堂 千里中央店 豊中市 新千里東町１－３－１１５ ショッピング

ハニーズ千里中央店 豊中市 新千里東町１－３　せんちゅうパル　２Ｆ ショッピング

アモスタイル 千里中央 豊中市 新千里東町１－３　せんちゅうパル　２Ｆ　２０８ ショッピング

花のサトウ千里店 豊中市 新千里東町１－３　センチュウパル　１３１ ショッピング

カーテン・じゅうたん王国 豊中店 豊中市 曽根南町１－２０－２５ ショッピング

レオニダス 千里中央店 豊中市 新千里東町１－１－３　SENRITO よみうり２Ｆ 飲食店

フェリーチェ 豊中市 少路１－２－７　リッツサントノーレ　１０１ ショッピング

モンロワール 豊中店 豊中市 玉井町１－１－１　エトレ豊中１Ｆ 飲食店

1 番星 豊中南店 豊中市 服部寿町５－１２２－１ ショッピング

キリンド 庄内店 豊中市 庄内西町２－２２－１０ ショッピング

田村書店 千里中央店 豊中市 新千里東町１－３－３２１ ショッピング

買取りまっくす 豊中店 豊中市 原田中１－１０５－１ ショッピング

作業服屋アサヒ 北条店 豊中市 北条町１－２１－５ ショッピング

株式会社プランツパートナー 豊中市 原田南１－１５－１ ショッピング

中外 豊中店（旧宮前店） 豊中市 中桜塚１－７－３ ショッピング

コンセルボ 阪急岡町店 豊中市 中桜塚１－１－１ 飲食店

フラワーギフト SOSH 豊中市 少路２－７－５ ショッピング

シマコーポレーション 豊中店 豊中市 名神口１－１５－５ ショッピング

エトレ豊中店グリーングルメ 豊中市 玉井町１－１－１　エトレとよなか　１Ｆ ショッピング

オーガニックプラザ せんちゅうパル店 豊中市 新千里東町１－３　せんちゅうパル　２Ｆ ショッピング

食品館 アプロ 豊中春日店 豊中市 春日町３－１－４８ ショッピング

シェフカワカミ 豊中店 豊中市 千里園２－２－４５ ショッピング

シェフカワカミ桜塚店 豊中市 南桜塚３丁目６－２７ ショッピング

シェフカワカミ東豊中店 豊中市 熊野町４－８－２ ショッピング

北乃屋 長興寺店 豊中市 長興寺北１－４－２１ ショッピング

フードネットマート 蛍池店 豊中市 螢池中町２－４－１７ ショッピング

La casa hide 豊中市 曽根西町１－２－８ 飲食店

居酒屋まあさん豊中駅前店 豊中市 玉井町１－２－１７ 飲食店

ジョイボックス 豊中店 豊中市 玉井町１－２－１３　ゆたか第三ビル　１０１ サービス

リカーショップ ミツヤ 豊中市 中桜塚４丁目１４－１４ ショッピング

イナキク酒店 豊中市 中桜塚２－２７－８－１０８ ショッピング

カメラのナニワ 千里中央店 豊中市 新千里東町１－３－２２０　せんちゅうパル２番街２Ｆ ショッピング

牛福 豊能郡能勢町 片山５４４－１ 飲食店

能勢黒牛 丸昭精肉店 豊能郡能勢町 平野１２４－３ ショッピング

ノセボックス 豊能郡能勢町 栗栖６０－１ ショッピング

トリイワ 岸本精肉店 豊能郡能勢町 今西１９９－２ ショッピング

割烹屋ゆず 貝塚市 脇浜４－４－６ 飲食店

よさこい 貝塚市 津田北町９－２２ 飲食店

四季食彩  ichi’s 貝塚市 脇浜１－１－１１　リノン脇浜１０１ 飲食店

うな壱 貝塚市 脇濱９２４－１４ 飲食店
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加盟店名 市区町村 所在地 ジャンル

GFC 香港スタイル飲茶レストラン貝塚店 貝塚市 澤１５６ 飲食店

夢一喜 貝塚本店 貝塚市 加神１－７－８ 飲食店

和幸寿司 貝塚市 麻生中８１８－２４ 飲食店

旬魚菜・鍋・懐石　欣とと 貝塚市 半田７６５－６ 飲食店

アーリア 二色ノ浜店 貝塚市 澤６７６－１ サービス

Libra hair spa 貝塚店 貝塚市 海塚１６５－１　エヌズビル１Ｆ サービス

アン・チークス 貝塚市 王子６５６ サービス

Raf　hair　by　mitis 貝塚市 王子１１－１ サービス

国華園 二色の浜店 貝塚市 二色南町１５－３ ショッピング

ジャングルジャングル　貝塚店 貝塚市 王子１０２７－１ ショッピング

宮崎牛認定店　肉のやまひろ 貝塚市 海塚１丁目６－１１ ショッピング

青木松風庵　貝塚店 貝塚市 加神１丁目６－２６ 飲食店

からあげ　むそう 門真市 新橋町１７－２　 飲食店

焼肉　達ちゃん 門真市 島頭４丁目１３－２３　 飲食店

やきとり＆居酒屋かっちゃん 門真市 新橋町１７－５　 飲食店

大衆酒場　もつ鍋の谷口 門真市 野里町６－１０　 飲食店

ヤキトリ味頂｡ 門真市 幸福町１８－３京橋ビル１０３ 飲食店

フォトスタジオ ヨシオカ 門真市 下馬伏町１０－２２ サービス

ステーキのどん　門真店 門真市 向島町３５－１ 飲食店

焼肉ホルモン　まるよし精肉店　古川橋店 門真市 末広町７－１２　京阪古川橋ビル　１Ｆ 飲食店

鮨 千寿 門真市 野里町９－１８ 飲食店

山田屋 門真市 末広町４０－１１ 飲食店

麒麟閣 門真店 門真市 島頭３－９－２６ 飲食店

串やでござる 門真市 末広町４０－１１ 飲食店

大吉 門真店 門真市 新橋町６－２２ 飲食店

や台ずし 古川橋駅前町 門真市 末広町３９－２５ 飲食店

焼肉 むらや 門真市 朝日町１２－１８ 飲食店

鶏屋だもん門真店 門真市 新橋町６－２０ 飲食店

焼肉・ホルモンにくろう R163 門真市 打越町１－５ 飲食店

アップガレージ 大阪門真店 門真市 三ツ島６７２－１ ショッピング

トム・ヘアーデザイン 古川橋店 門真市 速見町６－１１　１Ｆ サービス

サンシャイン 門真市 四宮２－１１－３７ ショッピング

大将 門真店 門真市 下島町４－８ ショッピング

シマコーポレーション 門真店 門真市 島頭３－１０－１４ ショッピング

作業服 K 南野口店 門真市 南野口町３－４ ショッピング

ウンコちゃんの家具屋さん ブリブリ門真店 門真市 岸和田１－１－２０ ショッピング

からやま門真柳町店 門真市 柳町２０－３ 飲食店

食品館 アプロ 門真店 門真市 島頭４－７－８ ショッピング

MUKU HAIR 門真市 末広町２５－３ サービス

ケ－キ工房モンク－ル 阪南市 箱作３５０５－１－１０２　 ショッピング

焼肉　炭屋　阪南店 阪南市 下出７２０－５　わくわくアベニュー２号 飲食店
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青木松風庵月化粧ファクトリー 阪南市 黒田４５３－１５ 飲食店

畚寅 緑ヶ丘店 阪南市 自然田８９２－１ ショッピング

業務スーパー阪南店 阪南市 下出４９４－４ ショッピング

居酒屋りん 阪南市 鳥取中２５２－１２ 飲食店

LivesCORE  （リブズコア） 阪南市 黒田２９４－１ ショッピング

チキン横丁 高槻市 庄所町３－７　 飲食店

おしゃれの王様 高槻市 津之江町１丁目５６－１３　 ショッピング

T’s　LAB 高槻市 高槻町６－１３１Ｆ　 飲食店

ちゃんこ料理暁 高槻市 城北町２丁目１０－２０　１０１ 飲食店

八幡亭 高槻市 下田部町２丁目６－２５　 飲食店

ステーキのどん　高槻店 高槻市 富田丘町１１－１ 飲食店

料理屋わさび 高槻市 高槻町１２－１３　明和ビル　１Ｆ 飲食店

鶴橋風月　高槻店 高槻市 城北町２－４－８　高槻南阪急ビル　１Ｆ 飲食店

高槻いし川 高槻市 芥川町１－１３－１７ 飲食店

びっくりドンキー 高槻西店 高槻市 大畑町２７－８ 飲食店

EISAN えい参 高槻市 城北町２－５－１２　YEK ビル１Ｆ 飲食店

LaSARA 高槻市 高槻町１５－１８　辻中ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

びっくりドンキー高槻店 高槻市 上牧南駅前町１６１－４ 飲食店

旬菜・旬魚きくの 高槻市 城北町２－１０－９　２Ｆ 飲食店

心根 高槻市 中畑久保条１５－１ 飲食店

OYSTERBARSHELL ＆ SHRIM 高槻市 城北町２－１１－８　松村ビル１Ｆ 飲食店

寿司栄 高槻市 上田辺町４－３ 飲食店

純韓国料理 チャンチ 高槻店 高槻市 城北町１－２－１０　東洋ビル１Ｆ 飲食店

希望軒 高槻店 高槻市 城北町２－３－２０ 飲食店

希望軒 上牧店 高槻市 上牧町２－１－２９ 飲食店

ハラミの向こう側 高槻市 城北町２－１４－２４ 飲食店

小だるま JR 高槻駅前店 高槻市 高槻町１２－２０　旅館もり菊１Ｆ 飲食店

夢一喜 高槻店 高槻市 氷室町１－２５－８ 飲食店

無尽蔵高槻家 高槻市 白梅町４－３　ミューズ高槻内 飲食店

水車 高槻市 郡家新町４３－７ 飲食店

グッドサイフォンカフェ 高槻店 高槻市 北園町１４－１３　もりもと本社ビル２Ｆ 飲食店

津の田ミート LODGE 高槻市 南平台５－７０－１６ 飲食店

ふぐ義 高槻市 高槻町１１－２１　西第五ビル　１Ｆ 飲食店

STEAK － KAPPO TSUKI 高槻市 北園町１３－２９　SAKURA ビルⅡ　１Ｆ 飲食店

中村商店高槻本店 高槻市 上田辺町４－１４　桃井ビル　１Ｆ 飲食店

A 伍屋 一龍 高槻市 南松原町２－１５ 飲食店

居酒屋割烹 からさき 高槻市 芥川町１－７－２５ 飲食店

焼肉 やまかわ 高槻市 城北町１－２－５　うえるかむビル 飲食店

焼肉 藤 高槻市 北園町３－３１ 飲食店

けむり屋 牛力 高槻市 芥川町２－６－１６ 飲食店

やきとり家すみれ高槻店 高槻市 高槻町１４－４　ＫＹＯＨＯビル　１Ｆ 飲食店
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炭火ダイニングイトウ 高槻市 城北町２－１２－１８　万里ビル　１Ｆ 飲食店

焼肉 こころ亭 高槻店 高槻市 唐崎中４－１－３ 飲食店

鉄板鍋・焼肉一心 高槻市 高槻町１０－１３ 飲食店

アストロプロダクツ 高槻店 高槻市 梶原４－１０－５ ショッピング

JOY ／ BOX 上牧店 高槻市 神内２－２８－５６ サービス

total beauty Credo 高槻市 白梅町４－８　ミューズフロントジオタワー　３Ｆ サービス

ヘアータイムジェム店 高槻市 高槻町９－１９ サービス

ヘアータイムレスト店 高槻市 高槻町８－２４ サービス

DONNATAKATSUKI 高槻市 寿町１－３０－５　２Ｆ サービス

Place H．D 高槻市 高槻町１３－８　高木ビル２Ｆ サービス

SyiSyu 高槻店 高槻市 高槻町１２－２０　もり菊ビル３Ｆ サービス

AUBEhairgellery 高槻店 高槻市 高槻町１２－２０　もり菊ビル　４Ｆ サービス

abirth 高槻市 城北町１－３－３５　ＴＮビル１Ｆ サービス

ROPE． 高槻市 大畑町１１－７　ドムス西　１Ｆ サービス

La fith hair arc 高槻市 高槻町１３－２　長谷川ビル　２Ｆ サービス

Aguhaircyan 高槻 高槻市 北園町１－２９　マツモト北園ビル　２Ｆ サービス

アイラッシュサロン ビューティーモード 高槻市 高槻町８－３　前田ビル２Ｆ サービス

MODEK’sHers 高槻市 白梅町１－４　４Ｆ サービス

TRACE 高槻市 上田辺町１９－３２　吉田ビル　１Ｆ サービス

Bricolage 高槻市 高槻町１－２３ サービス

プレイヴィル安満遺跡公園店 高槻市 八丁畷町１２－３ ショッピング

神陵文庫大阪医科大学店 高槻市 大学町２－７　大阪医科大学ＰＡ会館　２Ｆ ショッピング

プランテリア ランド店 高槻市 清福寺町８９０ ショッピング

シマコーポレーション 高槻店 高槻市 緑町１８－１６ ショッピング

心斎橋西川高槻店 高槻市 白梅町４－１　西武高槻店　４Ｆ ショッピング

イバラキヤ 本店 高槻市 高槻町１５－１８ ショッピング

リーガルシューズ 高槻店 高槻市 高槻町１５－１９ ショッピング

株式会社サンクス 富田駅前店 高槻市 富田町１－１３－２５ ショッピング

カンプリ高槻京口店 高槻市 京口町９－１ ショッピング

フランス菓子ドエル 富田北店 高槻市 富田町１－８－２４ 飲食店

フランス菓子ドエル 高槻店 高槻市 城北町２－４－１　１Ｆ 飲食店

白菊屋 高槻市 柳川町２－３－２ ショッピング

ハックルベリー 高槻駅前店 高槻市 高槻町１３－２５ ショッピング

ラ・ギャミヌリィ 高槻市 高槻町１５－２　唐崎屋ビル　１Ｆ 飲食店

鼓月 高槻店 高槻市 芥川町１－７－２５ 飲食店

ワークショップトノ 唐崎店 高槻市 唐崎西１－１１－１ ショッピング

駿河屋 高槻店 高槻市 高槻町１３－５ ショッピング

遊心 高槻市 上田辺町３－９ ショッピング

かつや高槻緑町店 高槻市 緑町２０－１８ 飲食店

カフェドクリエ ホピタル高槻病院 高槻市 古曽部町１－３－１３　高槻病院　１Ｆ 飲食店

サニーサイド高槻岡本店 高槻市 岡本町３６－１ 飲食店
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リカーマウンテン高槻柳川店 高槻市 柳川町１－１－８ ショッピング

リカーマウンテン阪急高槻南口店 高槻市 城北町２－３－２　高槻駅前クロダビル ショッピング

フードネットマート 高槻店 高槻市 大蔵司３－１４－４ ショッピング

T’s Diner 高槻市 城北町２－１１－５ 飲食店

ワインダイニングなかむら屋 高槻市 芥川町１－９－１６ 飲食店

hair’s epi 高槻市 上田辺町７－１－１０２　ｈａｉｒ ’ ｓｅｐｉ サービス

FIFTEEN COFFEE 高槻市 古曽部町１－１５－１９ ショッピング

カプリチョーザミューズ高槻店 高槻市 白梅町６１－２ 飲食店

アウトレットバッグ Shiba 高槻市 高槻町１８－６　ヤマムロビル１Ｆ ショッピング

食品館アプロ桂本店 高槻市 柱本新町７－１０ ショッピング

羽衣テラス 高石市 東羽衣３－１－１－２０１ 飲食店

果物専門店フル－ツきのした 高石市 東羽衣３丁目７－１２－１０２　 ショッピング

ウマイモン家 蛮図 高石市 千代田５丁目２０－３北助松駅前ビル１Ｆ 飲食店

しゃぶしゃぶどん亭　高石店 高石市 西取石７－１１－３７ 飲食店

鉄板焼専門のお店 脇田 高石市 加茂４－５－６ 飲食店

とんかつ かつ喜 高石店 高石市 西取石６－６－４８ 飲食店

萩鮨 高石市 東羽衣１－１８－３５ 飲食店

すし竜 高石市 綾園１－１４－７ 飲食店

夢一喜 羽衣店 高石市 高師浜２－７－１５ 飲食店

ごちそう村 高石店 高石市 西取石５－１１－３ 飲食店

花れんこん 高石市 綾園１－６－８ 飲食店

LOCUS 高石市 千代田６－９－７ サービス

デポ マルヨシ 高石市 取石５－２－１４ ショッピング

シューズ 愛ランド 泉北高石店 高石市 西取石８－１－１７ ショッピング

銀装 フロリードハウス店 高石市 羽衣５－１４－１５ 飲食店

銀装＆ Cafe 羽衣 高石市 東羽衣３－１－１　イコーネ羽衣　１０３ 飲食店

業務スーパー羽衣店 高石市 東羽衣４－１５－５ ショッピング

業務スーパー高石綾園店 高石市 綾園７－４－１６ ショッピング




