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加盟店名 所在地 ジャンル

月のうさぎ 阪南市 さつき台１－１－１ 飲食店 JS-0000-4281

かづやん 阪南市 自然田１３６ 飲食店 JS-0001-9265

居酒屋おふく 阪南市 自然田１７４７－１ 飲食店 JS-0002-4962

一休 阪南店 阪南市 自然田３８９－１ 飲食店 JS-0004-0805

海の幸山の幸 奈幸 阪南市 自然田７７０－４ 飲食店 JS-0004-4341

山吉 阪南市 鳥取４４１－２　 飲食店 SL-2001-0150

かんてき屋箱作店 阪南市 箱作３５１６－９　　 飲食店 ZN-0001-8001

きもの りんか 尾崎店 阪南市 下出１６７－１ ショッピング JS-0002-0420

シキボウクリーニング わくわくシティ店 阪南市 下出１６７－１ ショッピング JS-0005-1717

コフリ 尾崎店 阪南市 下出１６７－１　オークワわくわくシティ尾崎店１Ｆ ショッピング JS-0002-0815

はん・印刷の OTANI 尾崎店 阪南市 下出１６７－１　オークワわくわくシティ尾崎店２Ｆ ショッピング JS-0000-1464

ベアーズ 阪南市 下出１６７－１　オークワわくわくシティ尾崎店２Ｆ ショッピング JS-0000-8009

鈴屋 尾崎店 阪南市 下出１６７－１　オークワわくわくシティ尾崎店２Ｆ ショッピング JS-0003-4758

HanaDokoro かんも屋 阪南市 下出７５ ショッピング JS-0001-3032

ティンカーベル 阪南市 下出８０－２ ショッピング JS-0000-1053

LivesCORE  （リブズコア） 阪南市 黒田２９４－１　 ショッピング SL-2000-5939

ケーキ工房モンクール 阪南市 箱作３５０５－１－１０２　 ショッピング SL-2000-7036

魚酔 阪南市 緑ヶ丘１－２１－９ ショッピング JS-0003-4272

美容室シーズ 阪南市 下出２３７－６　　ＴＭコート サービス SL-2000-9428

キャラメルママ 阪南市 下出５２－１　見本ビル・２Ｆ サービス JS-0001-3144

AGARTHA 阪南市 鳥取４６１－３　　 サービス ZN-0002-7368

DICE Vi a RAY 阪南市 尾崎町４－１８－１５　レユシール谷村三番館１０３ サービス JS-0000-8610

シキボウクリーニング 万代店 阪南市 尾崎町８６－１ サービス JS-0005-1713

カラオケ コンシェルジュ 阪南店 阪南市 尾崎町１６９ エンターテインメント JS-0000-3964

リストランテ アパパーチョ 泉佐野市 りんくう往来南３－４１　メディカルりんくうポート１Ｆ 飲食店 JS-0004-1567

串カツえべっさんりんくうタウン駅中店 泉佐野市 りんくう往来北１　りんくうパピリオ２０１　 飲食店 ZN-0001-8032

居酒屋天国りんくう店 泉佐野市 りんくう往来北１　りんくうパピリオ内　 飲食店 ZN-0001-7987

ピッツェリア エッセ ディ ピュ 泉佐野市 りんくう往来北６　いずみさの関空マリーナ内 飲食店 JS-0002-4219

おぶりがーど 泉佐野市 羽倉崎１－１－１０　　 飲食店 ZN-0001-7998

和実や 泉佐野市 羽倉崎１－３３００－１８ 飲食店 JS-0002-2543

DININGYORI 泉佐野市 羽倉崎２－２－４３　　 飲食店 ZN-0001-8058

食べ呑み処 おちゃわん 泉佐野市 羽倉崎上町１－４－２８ 飲食店 JS-0003-3081

炭焼 たつ吉 泉佐野市 栄町４－６ 飲食店 JS-0001-0513

ダイニングバー R 泉佐野市 栄町４－６ 飲食店 JS-0002-6735

二代目幸左衛門 泉佐野市 栄町８－１　メゾンドフルール１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8056

寿司と季節料理の店 山笑 泉佐野市 下瓦屋２－１－３６ 飲食店 JS-0002-6206

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 JS-0005-4437

笑美酒 道 泉佐野市 笠松１－７－２４ 飲食店 JS-0005-3502

caffe GIUSTO 泉佐野市 高松北１－１－４ 飲食店 JS-0003-4131

居笑屋天国泉佐野店 泉佐野市 市場西３－６－１１　　 飲食店 ZN-0001-7929
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植田 泉佐野市 若宮町１－２２ 飲食店 JS-0001-0545

Chet’s Inn 泉佐野市 若宮町５－５ 飲食店 JS-0001-7945

昭和ホルモン本舗 泉佐野店 泉佐野市 上瓦屋２２１－１ 飲食店 JS-0004-6784

ごちそう村 泉佐野店 泉佐野市 上瓦屋２３６－１ 飲食店 JS-0003-2361

酒和酒話 泉佐野市 上瓦屋８６５－１　　 飲食店 ZN-0001-8061

松寿司 泉佐野市 上瓦屋８６５－２ 飲食店 JS-0004-0804

酒房三平 泉佐野市 上町３－１０－１５　　 飲食店 ZN-0001-8044

さのちり亭 泉佐野市 上町３－１０－５　　 飲食店 ZN-0001-8016

Jamy’s 泉佐野市 上町３－１１－２５　南海ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-2301

ディークス 泉佐野市 上町３－１１－５　２Ｆ 飲食店 JS-0003-5146

ストロングスタイル 泉佐野市 上町３－１－３１　　 飲食店 ZN-2000-5089

串料理 ふじお 泉佐野市 上町３－４－１８ 飲食店 JS-0005-8121

TeRRa ＋ 泉佐野店 泉佐野市 上町３－５－２５ 飲食店 JS-0002-0204

炉端焼 さのよいよい 泉佐野市 上町３－６－３２ 飲食店 JS-0000-2833

36KR 泉佐野市 上町３－６－３２　東海谷ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-4433

キッチン shabana 泉佐野市 上町３－６－３２　東海谷ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-2975

炭炭泉佐野駅前店 泉佐野市 上町３－６－３３　　 飲食店 ZN-0001-8007

串カツえべっさん泉佐野店 泉佐野市 上町３－７－１１　エースビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7967

BARECAFFERoots 泉佐野市 上町３－７－１３　フロンティス１Ｆ南側　 飲食店 ZN-2000-1265

ワイン酒場かっちゃん 泉佐野市 上町３－８－２５　植林第１ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8084

和風居酒屋　しろ 泉佐野市 上町３－８－９　南出店舗２Ｆ　 飲食店 PK-0000-6839

ナチュラルダイニング風 泉佐野市 上町３－９－３０　　 飲食店 ZN-0001-8026

楽家 泉佐野市 上町３－９－３２ 飲食店 JS-0004-8880

美富久 泉佐野市 上町３－９－３３ 飲食店 JS-0005-0762

さこん 末広店 泉佐野市 新安松１－２ 飲食店 JS-0002-3675

霜ふり庵 元気 泉佐野市 新安松１－２ 飲食店 JS-0002-3677

炭火焼 とまり木 泉佐野市 新安松３－２－３０　２Ｆ 飲食店 JS-0002-6144

酒房たかだ 本店 泉佐野市 大西１－１３－２９ 飲食店 JS-0000-0613

インド料理シカール泉佐野店 泉佐野市 中庄１４３６－１　　 飲食店 ZN-0001-8024

八角長滝店 泉佐野市 長滝１０６５－１　　 飲食店 ZN-0001-8064

PISOLA 泉佐野店 泉佐野市 鶴原１９２４－２ 飲食店 JS-0003-6003

らーめん ごん神 泉佐野市 鶴原３１１－７ 飲食店 JS-0004-7841

バイキング左近 泉佐野市 南中岡本３２７－１ 飲食店 JS-0002-3673

一休 泉佐野店 泉佐野市 日根野４２０４－１ 飲食店 JS-0000-0974

フレンチ工房 ダニエル 泉佐野市 日根野４２１９－２ 飲食店 JS-0005-6085

焼肉 やまや 泉佐野市 湊４－２－６ 飲食店 JS-0003-7328

ブランドシティ りんくうシークル店 泉佐野市 りんくう往来南３　りんくうﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾀｳﾝｼｰｸﾙ２Ｆ ショッピング JS-0004-8203

つりどうぐ一休 りんくうシークル店 泉佐野市 りんくう往来南３　りんくうﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾀｳﾝｼｰｸﾙ２Ｆ ショッピング JS-0004-9592

ツヴィリング J．A．ヘンケルスりんくう 泉佐野市 りんくう往来南３－２８　りんくうﾌﾟﾚﾐｱﾑｱｳﾄﾚｯﾄ２８２５区画 ショッピング JS-0005-9827

トミーヒルフィガーりんくうアウトレット 泉佐野市 りんくう往来南３－２８　りんくうﾌﾟﾚﾐｱﾑｱｳﾄﾚｯﾄ２Ｆ－２９１５区画 ショッピング JS-0002-2644

JLS りんくう店 泉佐野市 りんくう往来北１　りんくうタウン駅ビル２０７ ショッピング JS-0005-6576

りんくうタウン薬局 泉佐野市 りんくう往来北２－５５ ショッピング JS-0002-1780

株式会社田中産業 本店 泉佐野市 旭町１０－２８ ショッピング JS-0002-4415

NEST 泉佐野市 旭町６－２５　 ショッピング SL-2001-0502
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朋有クリーニング北川　羽倉崎店 泉佐野市 羽倉崎２－１－６　　 ショッピング PK-0000-7993

バラエティ 101 泉佐野店 泉佐野市 下瓦屋２ー２ー７７　いこらも～る泉佐野１Ｆ ショッピング JS-0005-9211

バラエティ 101 泉佐野店 泉佐野市 下瓦屋２－２－７７　いこらも～る泉佐野１Ｆ ショッピング JS-0002-5871

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 ショッピング JS-0004-3372

ワークスター 泉佐野市 下瓦屋５０－１ ショッピング JS-0000-3194

京都紅夢 泉佐野店 泉佐野市 高松東１－１０－３７　泉佐野センタービルＢ１Ｆ ショッピング JS-0001-0971

パティスリー アン・スリール 泉佐野市 市場西１－１－１１ ショッピング SL-2000-0071

ケアショップすまいるズ 泉佐野市 上瓦屋６３５－３ ショッピング JS-0005-4746

m’s glasses 泉佐野市 上町１－８－５３　ヴィラスプリングス１０１ ショッピング JS-0001-4403

神皇漢方薬局 泉佐野市 上町３－１－１ ショッピング JS-0000-1049

鈴屋 本店 泉佐野市 上町３－８－１２ ショッピング JS-0003-4677

NEXT LEVEL 泉佐野市 上町３－９－２６　ムロヤスカイビル２－Ｂ ショッピング JS-0000-8196

朋有　クリーニング北川　泉佐野 1 泉佐野市 中町２－１－３７　　 ショッピング PK-0000-7626

テニスコミュニケーション泉佐野プロショッ 泉佐野市 長滝６８５－１ ショッピング JS-0000-4175

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 JS-0004-9311

金久 泉佐野市 日根野２５４５ ショッピング JS-0005-7292

いんかんやさん 24 泉佐野市 湊３－３－１６ ショッピング JS-0005-5077

株式会社西尾組自動車部 泉佐野市 りんくう往来南５－２４ サービス JS-0001-3251

HAIR’s Ma CHERIE 泉佐野市 旭町１０－３６ サービス JS-0004-1549

hair ＆ spa facegym H．U 泉佐野市 旭町６－５旭町ハイツ　１Ｆ サービス JS-0003-4262

グランドブリッジ 泉佐野市 羽倉崎１－１－３７ サービス SL-2000-3154

＠ biba 泉佐野市 羽倉崎２－５－１５　ＴＲビル２Ｆ サービス SL-2000-4973

針灸治療センター 泉佐野駅前店 泉佐野市 栄町１－１２ サービス JS-0004-8780

My Labo 泉佐野市 下瓦屋２－２－７７　いこらも～る泉佐野２Ｆ サービス JS-0005-4890

フォトマインズ 泉佐野店 泉佐野市 高松東１－１０－３７　泉佐野センタービル１Ｆ サービス JS-0004-1972

シキボウクリーニング 泉佐野店 泉佐野市 市場西１－８－２０ サービス JS-0005-1715

月照 泉佐野市 上瓦屋２２８－１ サービス JS-0004-2759

ネイルサロン AI 泉佐野市 上瓦屋４４７－１　プレイタウン井原ノ里２Ｆ サービス JS-0005-0347

アーリア 泉佐野市 上町２－３－６ サービス JS-0000-8225

ヘアーズ グロウ フリースタイル 泉佐野市 上町３－７－１１　フォルツァ１Ｆ サービス JS-0000-2358

きぼう薬局 泉佐野市 中庄１０９４－１ サービス JS-0001-1169

salondeiwaki 泉佐野市 中庄２６９－１　　 サービス ZN-0003-1180

スタジオ・ソレイユ 泉佐野市 中庄８１２－１　マリンビューカワキ１Ｆ サービス JS-0003-9234

ROUEN hair 泉佐野市 中町２－１－５　サンセリテ中町１Ｆ サービス JS-0001-5674

きぼう薬局 つるはら駅前店 泉佐野市 鶴原１－１－２０ サービス JS-0001-1168

hair play’s Paix 泉佐野市 日根野３７２７－１ サービス JS-0003-4407

リラクゼーションサロン HU 泉佐野市 日根野７１３７ サービス JS-0005-9279

plastica 泉佐野市 日根野７２１７　シラミズガーデン１０２ サービス JS-0001-3361

さのケンコー薬局 泉佐野市 日根野７２３２ サービス JS-0000-3089

Been Joy 泉佐野市 中庄８１２－５ その他 JS-0005-6450

串かつ えべっさん 熊取店 泉南郡 熊取町大久保中１－１－２５ 飲食店 JS-0000-4668

海鮮酒場 季楽 泉南郡 熊取町大久保中２－２６－６　ウエスケビル１０３ 飲食店 JS-0005-2054

みのや 泉南郡 熊取町大久保中２－２８－６ 飲食店 JS-0000-4131

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 JS-0005-9929
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カフェ 空音 泉南郡 田尻町りんくうポート北３－２５ 飲食店 JS-0005-8689

韓国料理・焼肉 マダン 泉南郡 田尻町嘉祥寺６５５－８ 飲食店 JS-0002-8106

居笑屋天国田尻店 泉南郡 田尻町吉見１６８－２　　 飲食店 ZN-0001-7942

一休 田尻店 泉南郡 田尻町吉見２８７－１ 飲食店 JS-0000-0973

レストラン シエル エ メール 泉南郡 岬町淡輪６１９０ 飲食店 JS-0000-2679

朋有クリーニング北川　ニュータウン 泉南郡 熊取町希望が丘４－１５－１　 ショッピング PK-0000-7991

グランドサービス貝 泉南郡 熊取町七山北１８　　 ショッピング ZN-2000-0736

る・ぱるれ 泉南郡 熊取町青葉台１－１１－２３ ショッピング JS-0000-0236

朋有クリーニング北川　本店 泉南郡 熊取町大久保中２－２８－１１　 ショッピング PK-0000-7992

扇屋 熊取店 泉南郡 熊取町大久保東１－６－１５ ショッピング JS-0000-2111

朋有クリーニング北川　池の台店 泉南郡 熊取町大久保南５－１－１　　 ショッピング PK-0000-7994

グラスアデル 熊取店 泉南郡 熊取町大久保北３－１７４－６ ショッピング JS-0002-5303

Baby Moon 泉南郡 岬町深日３０６９－４６ ショッピング JS-0003-9818

Tomy hair design 泉南郡 熊取町大久保中１－１－５ サービス JS-0004-7371

BROWNhairdesign 泉南郡 熊取町大久保中１－４－４　　 サービス ZN-0003-0344

CAR LIFE STATION M ＆ A 泉南郡 田尻町吉見１６９－１ サービス JS-0003-8030

久保整骨院 泉南郡 岬町深日１５２２－１ サービス JS-0003-8894

ロジカ 泉南市 樽井４－３４－３７ 飲食店 JS-0005-3913

bike shop MIYASHITA 泉南市 信達市場１０１４－１ ショッピング JS-0002-7379

有限会社豊浦金物店 泉南市 信達大苗代３２９ ショッピング JS-0004-4908

GOUTAN 泉南市 岡田１７３０－３ サービス JS-0000-1308

ラディアント 泉南市 信達市場２２２－２　　 サービス ZN-0003-0371

トータルビューティー Miyabi 泉南市 信達牧野９１７－５ サービス JS-0003-9014

シキボウクリーニング 泉南新家店 泉南市 新家２５２－１ サービス JS-0005-1723

くうた動物病院 泉南市 新家６００８－２ サービス JS-0001-0934

ネイルサロン＆アイラッシュサロン AI 泉南市 樽井２－３４－１５ サービス JS-0004-9203

グラージェ SHIMA 泉南市 樽井３－２３－２３　one ビル１Ｆ　 サービス ZN-0002-9945

山本モータース 泉南市 樽井９－２２－５ サービス JS-0002-4648

ヘアーフォルム 泉南市 男里４－７－４　 サービス SL-2000-1391


