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加盟店名 所在地 ジャンル

頂屋 東大阪市 稲田上町１－３－１８　　 飲食店 ZN-0001-8183

DININGBARAJITO 東大阪市 稲田上町１－３－２４　渋谷ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1047

鶴姫 東大阪市 永和１－２６－２０　アクロシャトー俊徳道１Ｆ 飲食店 JS-0004-5675

てっぴん 東大阪市 永和１－５－４　永和サンライズ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2456

旬鮮味きらく 東大阪市 横小路町５－９－１２　　 飲食店 ZN-0001-8167

鮨錦 東大阪市 横枕西２－２２ 飲食店 JS-0000-2097

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 JS-0003-0190

肉料理の八段 東大阪市 横枕西９－１　　 飲食店 ZN-2000-5283

鳥鳥小阪店 1 東大阪市 下小阪１－１－３０　　 飲食店 PK-0000-5467

DEVI 東大阪市 下小阪５－１０－１３　　 飲食店 ZN-2000-4775

喜多朗 東大阪市 下小阪５－４－１３ 飲食店 JS-0002-9776

夢道 東大阪市 下小阪５－４－１６ 飲食店 JS-0001-8260

酒房寿司 源之助 東大阪市 下六万寺町３－１－４１　　 飲食店 ZN-0001-8194

チキンハート 東大阪市 加納８－３５－２　　 飲食店 ZN-0001-8229

ぐるめ旬菜居酒屋 てっちん 東大阪市 花園東町２－１０－１３ 飲食店 JS-0001-7577

日本料理 山ぶき 東大阪市 花園本町１－２－１１ 飲食店 JS-0000-0672

やきにく番長 花園店 東大阪市 花園本町１－７－１０ 飲食店 JS-0001-0030

駒すし 東大阪市 額田町８－２４ 飲食店 JS-0000-4010

ふぐ鷹 東大阪市 岸田堂南町４－１７ 飲食店 JS-0000-3083

バイキング左近 布施店 東大阪市 岸田堂北町１０－３０ 飲食店 JS-0002-3674

焼鳥吉鳥若江岩田店 東大阪市 岩田町３－１１－３　　 飲食店 ZN-0001-8152

食彩料理 さかゑ 東大阪市 岩田町５－２１－１６ 飲食店 JS-0001-4657

炭焼鶏家 吉冨 東大阪市 吉田１－２－２２ 飲食店 JS-0001-9214

肉匠 風ま 東大阪市 吉田１－２－２２ 飲食店 JS-0005-0672

コリアン海鮮バル 東大阪市 吉田１－２－２２　　 飲食店 ZN-0001-8220

澤家 東大阪市 吉田１－６－３ 飲食店 JS-0002-2020

きてや 小川 東大阪市 吉田６－２－４８ 飲食店 JS-0000-0880

BarLoungeCoCo 東大阪市 吉田７－１－１０　東花園セントラルビル２Ｆ 飲食店 ZN-2000-3973

王道花園店 東大阪市 吉田下島２５－４７　　 飲食店 ZN-0001-8177

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 ZN-0001-8144

長瀬すし富 東大阪市 近江堂２－１０－９　１Ｆ 飲食店 JS-0002-0857

ブラッセリーピサ 東大阪市 金岡３－１８－８　　 飲食店 ZN-2000-1537

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 JS-0003-2580

ビンドゥ小阪店 東大阪市 御厨栄町１－７－１４　ハローコサカビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4817

博多もつ鍋まぁる 小阪店 東大阪市 御厨栄町１－７－１５　ヒューマンハーバービル１Ｆ 飲食店 JS-0000-6270

小阪楽てん北店 東大阪市 御厨栄町１－７－２７　　 飲食店 ZN-0001-8168

焼肉 本間 東大阪市 御厨栄町２－９－７ 飲食店 JS-0004-1397

串揚げ ふじ川 東大阪市 御厨中１－１８－３７　東大ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-0118

焼肉しゃぶしゃぶ十駕 東大阪市 御厨南１－１－１６　　 飲食店 ZN-0001-8131

海一 東大阪市 御厨南１－１－８　ブランシュ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8164
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どげん家 東大阪市 御厨南２－１－４５　富士ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8175

鶏焼商店一歩 東大阪市 御厨南３－１－５５　　 飲食店 ZN-0001-8228

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 SL-2000-2134

南大門市場 東大阪市 荒本新町５－３１　オカベビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-3433

土佐旬菜万次郎 東大阪市 高井田元町１－２－２ 飲食店 JS-0002-4228

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 JS-0002-0398

西光園 東大阪市 高井田本通１－８－３１　　 飲食店 ZN-0001-8170

炭火焼鳥 笑っしょい 東大阪市 高井田本通７－２－２６ 飲食店 JS-0001-4338

吉鳥高井田駅前店 東大阪市 高井田本通７－７－１６　　 飲食店 ZN-0001-8160

Kana 東大阪市 鴻池町２－１－３８　サンシャイン鴻池３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2980

味工房たもつ 東大阪市 若江西新町３－６－２４ 飲食店 JS-0000-2794

やきとり居酒屋 ふく家 東大阪市 若江東町２－６－２９ 飲食店 JS-0001-3141

炭火焼鳥桃次郎 東大阪市 寿町２－１－５　　 飲食店 ZN-0001-8203

旨いもの屋粋酔 東大阪市 小阪１－８－１７　　 飲食店 ZN-0001-8199

酒肴処うちだ 東大阪市 小阪１－８－１８　　 飲食店 ZN-0001-8201

FUSION 東大阪市 小阪２－１５－１４　ミドービル１０１ 飲食店 JS-0000-0005

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 ZN-0001-8204

メリッサ 東大阪市 小阪２－１５－６　キングスプラザビル２Ｆ　 飲食店 PK-0000-2212

和遊膳馬関 東大阪市 小阪２－６－７ 飲食店 JS-0000-5821

アジアンビストロバナココ 東大阪市 小阪２－６－９　レジェンド小阪１Ｆ 飲食店 SL-2000-0934

コリアンダイニング おいそ 東大阪市 小阪３－２－２９ 飲食店 JS-0003-5240

焼肉もりやま 東大阪市 小阪３－２－２９　楠本ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-6342

吉鳥八戸の里店 東大阪市 小阪３－２－３６　山三商事ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8184

焼鳥吉鳥小阪店 東大阪市 小阪本町１－４－２　　 飲食店 ZN-0001-8155

炭焼きっちん 祐星 3 東大阪市 小阪本町１－４－２０　　 飲食店 ZN-0001-8165

波平 小阪店 東大阪市 小阪本町１－４－５ 飲食店 JS-0006-0036

慶昌苑 東大阪市 小阪本町２－１３－１４　　 飲食店 ZN-0001-8135

ROCKER’S DINER 東大阪市 小若江４－１３－１２ 飲食店 JS-0001-3784

炭火焼肉 河内屋 東大阪市 新家２－１－３７ 飲食店 JS-0001-6274

炭火焼肉 河内屋 枚岡店 東大阪市 新町２－２４ 飲食店 JS-0001-4097

焼肉韓国料理 あじくら 東大阪市 森河内西１－９－２０ 飲食店 JS-0001-8644

豊力うどん 東大阪市 神田町１－２　　 飲食店 ZN-0001-8189

寿し・清水 東大阪市 神田町３－２７ 飲食店 JS-0005-9071

浜焼太郎 鴻池新田店 東大阪市 西鴻池町１－１－４１　CoCo 鴻池１Ｆ 飲食店 JS-0005-9197

一石二鳥 東大阪市 西鴻池町１－２－２ 飲食店 JS-0002-0378

やきとり 大八 東大阪市 西鴻池町２－１－５０ 飲食店 JS-0003-4040

ワインとおかず DanRan 東大阪市 西石切町１－１－１２　　 飲食店 PK-0000-3684

紅まる 新石切店 東大阪市 西石切町３－３－１０　新石切中野ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-3745

村さ来 新石切駅前店 東大阪市 西石切町３－３－１０　新石切中野ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-5168

のらや石切店 東大阪市 西石切町５－５－８ 飲食店 JS-0005-9925

炭火焼肉 河内屋 高井田店 東大阪市 西堤１－１３－７ 飲食店 JS-0005-9099

七福神高井田店 東大阪市 西堤１－３－２９　　 飲食店 ZN-0001-8190

とみすけ 東大阪市 西堤１－４－１ 飲食店 JS-0001-7457

京能登路 東大阪市 川田３－１－１２　１Ｆ 飲食店 JS-0003-2861
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焼肉いってつ 東大阪川田店 東大阪市 川田３－９－２５　　 飲食店 ZN-0001-8196

やきとりたづや 東大阪市 足代１－１２－６　　 飲食店 ZN-0001-8231

地どりと魚菜 爆天 東大阪市 足代１－１４－８　　 飲食店 ZN-0001-8132

和牛家 たくちゃん 東大阪市 足代２－６－２７ 飲食店 JS-0000-4838

串揚げ処法善寺別家 東大阪市 足代３－３－１０　　 飲食店 ZN-0001-8180

瀬戸鮨 東大阪市 足代新町１０－１ 飲食店 JS-0002-4867

らむ屋 布施店 東大阪市 足代新町１１－５　大信ビル１０２ 飲食店 JS-0004-6134

Gg 東大阪市 足代新町１１－９　リップル布施パート２１０１ 飲食店 JS-0000-1634

串焼三玄 東大阪市 足代新町１－４７ 飲食店 JS-0002-9837

じとっこ組合 大阪布施店 東大阪市 足代新町１－４８　ロンモール布施西館８ 飲食店 JS-0000-8109

ラパン 東大阪市 足代新町２－１２　　 飲食店 ZN-0001-8166

お魚スタンドゆうじ 東大阪市 足代新町２－１９　　 飲食店 ZN-0001-8224

くいもんやめ組 東大阪市 足代新町３－１５　　 飲食店 ZN-0001-8187

炙り鳥ほうだいいこか 東大阪市 足代新町４－１２　テレビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5007

きっちん宗 東大阪市 足代新町４－１２　テレビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-5811

九重 東大阪市 足代新町４－１４　KH ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5201

はな 東大阪市 足代新町４－２ 飲食店 JS-0001-9697

とり庵 布施店 東大阪市 足代新町４－３　TOP ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1979

Jupiter 東大阪市 足代新町５－１０　K'sStep ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5131

Ann 東大阪市 足代新町５－３　　 飲食店 ZN-2000-2717

○○ピン 東大阪市 足代新町５－３　　 飲食店 ZN-2000-3482

Bar1NGN1 東大阪市 足代新町６－１２　JJ CALE ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2869

DartsBarT．O．P 東大阪市 足代新町８－８　ロータリープロピオ２０３　 飲食店 ZN-2000-3360

DiningBarKIZUNA 東大阪市 足代新町９－１８ 飲食店 JS-0001-2405

かき小屋 鳥羽水産 東大阪市 足代新町９－９ 飲食店 JS-0002-6003

炭火焼肉 喜楽 東大阪市 足代南１－１２－９ 飲食店 JS-0003-0192

やきとり大吉 布施店 東大阪市 足代南１－３－１６ 飲食店 JS-0000-9007

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 JS-0000-0149

osteria calma 東大阪市 足代北２－２－１ 飲食店 JS-0001-3774

てっぱん峯ノ頂 東大阪市 足代北２－５－１６ 飲食店 JS-0002-5911

焼肉 太平寺 西光園 東大阪市 太平寺２－９－２５ 飲食店 JS-0000-9241

寿し まつもと 東大阪市 大蓮東３－１－７ 飲食店 JS-0000-9095

八剣伝 大蓮店 東大阪市 大蓮北２－２－１ 飲食店 JS-0002-6637

居酒屋 一番坊 東大阪市 鷹殿町１０－４　　 飲食店 ZN-2000-1027

牛哲 東大阪市 鷹殿町１１－４　　 飲食店 ZN-0001-8230

TANDOORIYA 東大阪市 鷹殿町１１－５　サンハイム１０２ 飲食店 JS-0000-2740

炭火やきとり とさか 東大阪市 鷹殿町４－２５ 飲食店 JS-0003-2390

串 GEN 東大阪市 中新開２－１３－３５　モアライフ１Ｆ 飲食店 JS-0003-4591

お食事処 あかつき亭 東大阪市 中新開２－２－１ 飲食店 JS-0003-1945

旬菜喜いち 東大阪市 中新開２－２－１　ロイヤルハイツ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8143

鶏と創作料理の れん家 東大阪市 中新開２－３－６ 飲食店 JS-0000-1689

寿司・海鮮料理ちあき 東大阪市 中新開２－６－３３　　 飲食店 ZN-0001-8193

すし 政とみ 東大阪市 中石切町２－４－２２ 飲食店 JS-0003-4937

炉ばた 漁火 東大阪市 長栄寺１－４－１１　ポッポアベニュー４番館 飲食店 JS-0001-7662
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お肉やさんのバル nusa 東大阪市 長栄寺１－５－５ 飲食店 SL-2000-5192

鶏ちゃん 東大阪市 長田西４－３－１９ 飲食店 JS-0003-8403

竹じゅう 東大阪市 長田西４－４－２０　シャト－エソ－ル１Ｆ　 飲食店 PK-0000-0200

南大門キッチン 東大阪市 長田中１－４－１７　長田センタービル１Ｆ 飲食店 JS-0003-4590

BARN 東大阪市 長田中１－４－９　アベニューリップル長田１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8222

海鮮料理ふぐ活 東大阪市 長田中２－１－９　　 飲食店 ZN-0001-8137

焼肉茂六 東大阪市 長田中３－１－２１　　 飲食店 ZN-0001-8136

吉鳥 長田店 東大阪市 長田東１－２－１７　センターロイヤル１０１ 飲食店 JS-0001-1183

味工房まんま別館 東大阪市 長田東１－２－２８　　 飲食店 ZN-0001-8172

串かつ 浪漫亭 東大阪市 長田東２－１－６ 飲食店 JS-0003-5519

肉 ’sKitchen きたうち 東大阪市 長田東３－２－２４　　 飲食店 ZN-0001-8198

ステーキレストラン 桜香 東大阪市 長田東３－２－４３　ＳＫパークビル 飲食店 JS-0001-0706

豚串居酒屋とんかしら 東大阪市 長堂１－２－１０　　 飲食店 ZN-0001-8178

楽てん布施店 東大阪市 長堂１－２－１１　　 飲食店 ZN-0001-8157

にぎり寿司 生吉 東大阪市 長堂１－２１－１８ 飲食店 JS-0001-9873

石庵布施店 東大阪市 長堂１－２－１２　　 飲食店 ZN-0001-8191

ゆずの小町布施店 東大阪市 長堂１－２－２０　陣内興産ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0002-2026

ニュー松坂布施店 東大阪市 長堂１－２－２１　　 飲食店 ZN-0001-8133

和んば 東大阪市 長堂１－２－３　　 飲食店 ZN-0001-8145

缶激酒場ドラム 布施店 東大阪市 長堂１－３－１０ 飲食店 JS-0005-9185

だいなまいと 東大阪市 長堂１－３－１３　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-1928

鶏鳥 kitchen ゆう布施本店 東大阪市 長堂１－３－１５　　 飲食店 ZN-0001-8219

浜焼太郎 布施駅前店 東大阪市 長堂１－３－２ 飲食店 JS-0004-6774

王道布施店 東大阪市 長堂１－３－４　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-8150

桜家 東大阪市 長堂１－３－６　　 飲食店 ZN-0001-8158

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 ZN-0001-4687

布施 風月 東大阪市 長堂３－１－１－２１ 飲食店 JS-0001-8404

焼肉高さん 東大阪市 長堂３－７－１０　オギタビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8128

吉鳥吉田駅前店 東大阪市 島之内２－１４－２０　グランティオーゾ辰巳１Ｆ 飲食店 ZN-0001-8147

炉ばたうな武 東大阪市 東山町１８－１０　ロイヤルハイツ東山　 飲食店 ZN-0001-8162

cafe ＆ barNo － Tumn 東大阪市 東山町５－１０　枚岡ハイツ１０１　 飲食店 ZN-2000-4307

創作美食 梅ヶ丘 東大阪市 東石切町２－２－１　テラス石きり１Ｆ 飲食店 JS-0002-5519

イタリア料理レガーロ 東大阪市 東石切町２－２－１　テラス石きり２Ｆ 飲食店 JS-0002-5520

マウントフジ 東大阪市 日下町４－２－６６ 飲食店 JS-0004-0336

粟寿司 東大阪市 柏田西１－２－３　１Ｆ 飲食店 JS-0003-0418

串あげ菱屋 東大阪市 菱屋西１－１７－１１　　 飲食店 ZN-0001-8134

焼鳥居酒屋吉鳥長瀬駅前店 東大阪市 菱屋西１－１７－１３　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-8200

まるや 東大阪市 菱屋西１－２４－６　ライフ長瀬駅前ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-1288

とりまる 東大阪市 菱屋西３－１－１３　大宝ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-0468

楽てん小阪店 東大阪市 菱屋西３－１－３　コアファーストビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8156

まだん東大阪店 東大阪市 菱江３－１２－３　　 飲食店 ZN-0001-8217

炭火焼肉 南大門 東大阪市 菱江３－１６－２４ 飲食店 JS-0003-4589

チャイニーズダイニングリーシャン 東大阪市 瓢箪山町１－２７　　 飲食店 ZN-0001-8174

串カツ WATA 東大阪市 瓢箪山町６－１７ 飲食店 JS-0005-5856
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錦寿し 東大阪市 友井３－６－６ 飲食店 JS-0001-2366

一山 東大阪市 友井５－２－４７ 飲食店 JS-0001-5875

snack みき 東大阪市 友井５－３－３　友井レジャービル１０１ 飲食店 SL-2000-1417

播彦 東大阪店 東大阪市 稲葉２－２－２２ ショッピング JS-0003-8247

noel 東大阪市 永和２－２３－２１　　 ショッピング ZN-0002-4459

ワイズ・ネット 東大阪市 横小路町５－９－２５ ショッピング JS-0003-7218

（株）ティークラフト 東大阪店 東大阪市 下六万寺町２－５－２０ ショッピング JS-0005-1064

シーケープラス 東大阪市 加納　８－１１－１１ ショッピング SL-2000-5869

なつめ薬局 東大阪市 花園東町２－３－２４ ショッピング JS-0003-3055

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 JS-0000-3630

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 JS-0005-9582

ヤマサキ化粧品店 東大阪市 額田町５－１１ ショッピング JS-0004-5427

BROWNTABBY 東大阪市 岸田堂西２－３－８　　 ショッピング ZN-0002-6039

アリス 若江岩田店 東大阪市 岩田町３－１０－２ ショッピング JS-0000-0528

播彦 瓢箪山店 東大阪市 喜里川町１－１ ショッピング JS-0003-8249

ワイドループ大阪 RU センター 東大阪市 吉原２－７－３６ ショッピング JS-0004-7111

シャ・ノワール 花園店 東大阪市 吉田本町１－２－４０ ショッピング JS-0004-1184

カラバッシュテニスクラブ 東大阪市 客坊町１０番１２号 ショッピング JS-0003-0837

リーブズ オブ グラス 東大阪市 御厨中１－１－２２ ショッピング JS-0000-3747

サンメガ 八戸ノ里店 東大阪市 御厨南１－２－２４ ショッピング JS-0001-4590

BABY Auto 東大阪市 高井田西５－４－２９ ショッピング JS-0005-7990

プロショップ テクニカル 東大阪市 高井田中３－６－７　イスタナ・フセ１Ｆ ショッピング JS-0000-0616

マルマ 東大阪市 高井田本通７－７－１７ ショッピング JS-0000-5502

播彦 鴻池新田店 東大阪市 鴻池元町２－２ ショッピング JS-0003-8248

ZOO 東大阪市 鴻池元町２－２　グラナリコート１Ｆ ショッピング JS-0001-1301

ゴルフプランナー 東大阪市 鴻池町１－２８－３４ ショッピング JS-0001-4679

ゴルフプランナー 東大阪市 鴻池町１－２８－３４　　 ショッピング PK-0000-8624

はんこ広場鴻池店 東大阪市 鴻池町２－２－５ ショッピング JS-0001-8752

リカーランド ドリーム 鴻池店 東大阪市 鴻池町２－３－２ ショッピング JS-0004-6368

ファッションハウス アリス 鴻池店 東大阪市 鴻池本町６－２－１０ ショッピング JS-0000-0410

おしゃれ工房 みつわ 東大阪市 鴻池本町６－３２ ショッピング JS-0000-5518

大悦 今米店 東大阪市 今米１－５－４０ ショッピング JS-0004-0077

クルマヤ若江店 東大阪市 若江東町２－５－３３　　 ショッピング ZN-2000-6731

良品買館 東大阪店 東大阪市 寿町３－１９－２３ ショッピング JS-0003-4831

台車販売センター 東大阪市 渋川町４－２－４４ ショッピング JS-0004-7343

ファーストアベニュー 1 東大阪市 俊徳町５－２－５　　 ショッピング PK-0000-6111

シューズ ピエ 東大阪市 小阪１－８－６　 ショッピング SL-2000-5520

きもの庵 きらく 東大阪市 小阪２－１１－１７　サンシャイン八戸ノ里１Ｆ ショッピング JS-0003-1039

クロロフイル八戸ノ里美顔教室 東大阪市 小阪２－１９－８　ワイエム八戸ノ里２０２ ショッピング JS-0005-3797

テニスバドミントンショップ ピジョン 東大阪市 小阪２－２－１５　井戸本ビル１Ｆ ショッピング JS-0001-4855

ブティック ルーチェ 東大阪市 小阪本町１－２－６ ショッピング JS-0000-4416

（株）かいた屋 東大阪市 昭和町３－１３　 ショッピング SL-2000-9519

ブティック ミナミ 東大阪市 松原１－１３－１５ ショッピング JS-0003-4791

大将 東大阪店 東大阪市 新池島町２－２１ ショッピング JS-0005-5065
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プリマトルタ 放出店 東大阪市 森河内西１－１８－２ ショッピング JS-0004-7587

ジャバ PROSHOP 東大阪外環店 東大阪市 神田町２０－１３　　 ショッピング ZN-0002-2457

ダイヤペット 東大阪市 西岩田１－５－１３ ショッピング JS-0001-6356

東大阪市立総合病院売店 東大阪市 西岩田３－４－５ ショッピング JS-0005-4153

ダーツショップ 忘我 東大阪市 西堤西３－１９　清州プラザ高井田１Ｆ ショッピング JS-0004-9542

仕事人百科 本店 東大阪市 川田４－５－３２ ショッピング JS-0002-1469

シャ・ノワール 東大阪店 東大阪市 川俣３－１－１ ショッピング JS-0004-1180

モモヤ布施店 東大阪市 足代１－１２－１１　　 ショッピング ZN-0002-5634

グラフ 東大阪市 足代１－１６－２３ ショッピング JS-0003-3697

じゅえりーいはら 東大阪市 足代１－２１－５　 ショッピング SL-2000-7122

グラステーラー 東大阪市 足代１－９－３ ショッピング JS-0001-4451

AN Label 東大阪市 足代３－１－２７ ショッピング JS-0003-2060

メガネのイシガミ 布施店 東大阪市 足代新町２－１６　 ショッピング SL-2001-1630

COF 東大阪市 足代北１－６－２１　 ショッピング SL-2001-0427

COOL 久宝寺店 東大阪市 大蓮東４－１２－１１ ショッピング JS-0002-0547

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 ZN-2000-3587

MAKO DIVE 東大阪市 中石切町６－１－３２ ショッピング SL-2000-9703

B．プロフィット 東大阪市 長栄寺１－３－１５　ポッポアベニュー３号館 ショッピング JS-0003-4629

住まいるライフ 東大阪市 長栄寺１－３－５　ポッポアベニュー３番館 ショッピング JS-0004-4222

さくさくぷらす 東大阪市 長田３－３－３－１０４　　 ショッピング PK-0000-2124

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 JS-0004-8636

セビロ・ギャラリー M アンド M 東大阪市 長堂３－１－１－４０ ショッピング JS-0003-2511

フローレ花ぐるま 吉田店 東大阪市 島之内２－１３－５ ショッピング JS-0004-7218

暮らしのファッション詩情 東鴻池店 東大阪市 東鴻池町１－６－３０　イオンタウン東大阪２Ｆ ショッピング JS-0001-6441

くりすたるはうす 東大阪市 東石切町２－８－１５　つけもの横丁内 ショッピング JS-0000-8198

メガネの SHIKO 東大阪市 徳庵本町２－１　　 ショッピング ZN-2000-1486

株式会社バイクショップ コタニ 東大阪市 南四条町２－１９ ショッピング JS-0003-6874

国際オート 東大阪市 楠根１－６－３５　　 ショッピング ZN-0002-6524

はなずきん・チェリー 東大阪市 日下町３－１－１１ ショッピング JS-0001-6409

ファッションハウス K ＆ S 東大阪市 菱屋西２－７－１８　杉原ビル ショッピング JS-0003-1322

ファミリーファッションピッコロ 東大阪市 菱屋西５－１１－２４　御厨ビル１０９　 ショッピング ZN-2000-7160

キングラムプラス 菱江店 東大阪市 菱屋東２－１６－５ ショッピング JS-0003-4743

ファッションハウス アリス 瓢箪山店 東大阪市 瓢箪山町２－１１ ショッピング JS-0000-0407

ドリーム 東大阪店 東大阪市 宝持４－１４－２６ ショッピング JS-0004-5977

株式会社デンソーソリューション東大阪 SC 東大阪市 本庄西１－１０－２７ ショッピング JS-0005-0332

三昌インテリア 東大阪市 本庄西１－５－４１－２Ｆ ショッピング JS-0005-7570

GATHERINGPLACE 東大阪市 稲葉３－１１－２３　TOYO ビル１Ｆ　 サービス ZN-0003-0401

abije 東大阪市 稲葉３－１１－６　YANO フラワーガーデン１Ｆ サービス JS-0003-4112

JILL 東大阪市 稲葉３－１４－２０ サービス JS-0003-1529

池川整骨院 東大阪市 瓜生堂１－２－１０　グレースマンション１０４ サービス JS-0005-4265

安野モータース 東大阪市 横沼町３－１４－２１ サービス JS-0002-7751

Champ 俊徳道店 東大阪市 横沼町３－３－７　高畑マンション１Ｆ　 サービス ZN-0003-0396

ヘアクリエーションアンベリール 東大阪市 下小阪２－７－１３　シティパレス８　１Ｆ サービス SL-2000-5416

美容室オーバー 東大阪市 下六万寺町１－２－４　 サービス SL-2000-1496
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野口自動車株式会社 六万寺店 東大阪市 下六万寺町３－８－７０ サービス JS-0003-3663

株式会社アクタス 東大阪市 加納５－４－４７ サービス JS-0004-5683

Figaro MAGIE 東大阪市 花園東町２－９－２１ サービス JS-0002-0463

BROWNBEAR 東大阪市 岸田堂西２－１－７　　 サービス ZN-0003-1691

あとむ整骨院 東大阪市 岩田町１－１２－２８ サービス JS-0002-8573

FIGARO Re 東大阪市 岩田町１－２１ サービス JS-0005-1832

株式会社ニューアシスト 東大阪市 岩田町３－７－２６ サービス JS-0003-7138

トップヒール 東大阪市 岩田町４－３－３０ サービス JS-0003-9496

ユナイテッド東大阪動物病院 東大阪市 吉原２－９－９　オルゴ・クラート１Ｆ サービス JS-0003-2358

show of hand’s 東大阪市 吉松２－１－３０　バーレルハイツ１Ｆ サービス JS-0003-9751

Share 東大阪市 吉田６－２－５８　セントポリア１０１ サービス JS-0000-2689

Parmtown Age 東大阪市 吉田７－１－１２　パル東花園１Ｆ サービス JS-0003-5350

JILL franc 東大阪市 吉田本町３－４－１７ サービス JS-0002-0460

ヘアーズ男爵 東大阪市 玉串元町１－９－３２ サービス JS-0004-8428

dotJ 東大阪市 近江堂３－１２－６　トリプレックス近江堂　 サービス ZN-2000-2440

あい・メディカル イオンタウン小阪 東大阪市 御厨栄町１－６－６　イオンタウン小阪１Ｆ サービス JS-0004-4328

美容室スタジオアスク 東大阪市 御厨南２－１－４５ サービス JS-0001-6468

ニコニコレンタカー近鉄布施駅前店 東大阪市 荒川３－１－２７ サービス JS-0000-6375

株式会社 GLIDE 東大阪市 荒本西１－３－３６ サービス JS-0002-8790

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 JS-0000-9474

ハッピーヘアデザイン ヴィオラ 東大阪市 高井田２８－２１　グランドゥ・ルイ１Ｆ サービス JS-0003-3426

プリームスネイル 東大阪市 高井田元町１－１－１０ サービス JS-0001-3333

rush 永和店 東大阪市 高井田元町１－１－１０ サービス JS-0003-2903

VividHair 東大阪市 鴻池元町３－１５　　 サービス ZN-2000-6644

GLISTENmore 東大阪市 鴻池元町６－１１　　 サービス ZN-0002-9958

StarRing 東大阪市 鴻池元町７－７　プチグレース１Ｆ　 サービス SL-2000-6077

GARAGE T’S 東大阪市 今米２－６－６０ サービス JS-0003-2385

スパークオート 東大阪市 三島３－１８－８ サービス JS-0002-4318

M’z SPEED 東大阪市 三島３－８－７ サービス JS-0002-3252

LUCIA 東大阪市 若江西新町３－１－１０ サービス JS-0003-2359

エースオートガッツ 東大阪市 若江北町２－１３－２１ サービス JS-0001-7432

カットハウス PEATER PAN 東大阪市 若江本町４－５－３ サービス JS-0004-3991

寿自動車株式会社 東大阪市 俊徳町５－６－１ サービス JS-0002-6791

振袖スペース ありえす 東大阪市 小阪１－３－１４ サービス JS-0004-7308

IMAGINE 八戸ノ里 東大阪市 小阪３－３－１６　　 サービス ZN-0002-9957

antshair 東大阪市 小阪本町１－６－１１　　 サービス ZN-0003-1183

Jardin 東大阪市 小阪本町１－７－７ サービス JS-0002-0506

Nail Salon Calypso2 東大阪市 小阪本町１－７－９ サービス JS-0002-7543

Act．hair 東大阪市 小若江２－２－２ サービス JS-0004-6086

有限会社あんどうスタジオ 東大阪市 小若江４－１１－２０ サービス JS-0000-8033

hair room CORD 東大阪市 新池島町２－７－１３　 サービス SL-2000-0227

ミアン 東大阪市 新池島町３－１２－１３　　 サービス ZN-0002-9800

ガレージブリーズ 東大阪市 新池島町３－１２－３　　 サービス ZN-0002-6579

美容室 Merci 東大阪市 森河内西２－２９－１６　Y’s 放出１Ｆ サービス SL-2000-4533
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Hair ＆ MakeLee 東大阪店 東大阪市 神田町１－１６　中西ビル２Ｆ　　 サービス ZN-0003-0405

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 JS-0002-0461

YAYOIHAIR 東大阪市 西石切町３－４－１９　　 サービス ZN-0003-0393

GAKUYA PARTS ＆ FACTORY 東大阪市 西石切町５－５－８ サービス JS-0002-4212

ビークルメンテナンスサービス 東大阪市 西石切町６－３－４２ サービス JS-0004-3847

東大阪動物病院 東大阪市 西堤学園町１－１－２９　リッツ小坂１Ｆ　 サービス PK-0000-5601

purimo hiro 東大阪市 西堤本通西２－１－２４ サービス JS-0002-0248

YOSAPARKyoume 東 東大阪市 西堤本通東１－１－１－１０３　 サービス PK-0000-2586

東大阪カーセンター 東大阪市 川田３－９－５４ サービス JS-0003-7165

サポートサービス 東大阪ヤード 東大阪市 川俣１－９－３６ サービス JS-0002-9014

クローバー化粧品店 東大阪市 足代１－１２－７　 サービス SL-2000-1033

アング・ヘアー 東大阪市 足代１－５－２３ サービス JS-0000-4707

Hair ＆ MakeLeeLuce 布施店 東大阪市 足代２－１－５　モンテノーム布施１Ｆ　 サービス ZN-0003-0404

hair la chic 東大阪市 足代新町１７－２　 サービス SL-2000-2539

Nail Salon Cerisier 東大阪市 足代新町９－１８　２Ｆ サービス JS-0003-8449

Cerisier 東大阪市 足代新町９－１８　めぐみ第一ビル３Ｆ サービス JS-0003-8652

hair station gather 東大阪市 大蓮南４－５－２１ サービス JS-0004-3375

HAIRMODEa．Shu 東大阪市 中鴻池町２－１－２５　　 サービス ZN-0003-0398

ニコニコレンタカー東大阪鴻池店 東大阪市 中鴻池町３－４－１１ サービス JS-0000-6191

Sauria 東大阪市 中小阪３－５－１４　エルバハイツ１Ｆ　 サービス ZN-0003-0399

KEEL’S hair 東大阪市 中小阪５－２－２７ サービス JS-0004-3012

アイネットレンタカー関西 東大阪市 中新開１－７－１６ サービス JS-0001-2757

Stole 東大阪市 中新開２－１３－２５　１Ｆ サービス JS-0004-6084

Route 東大阪市 中新開２－６－１５ サービス JS-0004-5996

OLT in hair 東大阪市 長田３－４－３９　パークサイドシャトー１Ｆ サービス SL-2000-5312

株式会社シンショー 大阪営業所 東大阪市 長田西３－２－３２ サービス JS-0005-8907

カービューティ・ファクトリー 東大阪市 長田西５－４－１１ サービス JS-0004-0782

英高自動車株式会社 東大阪市 長田西５－５－１１ サービス JS-0004-0855

ヘアープレイス モコア 東大阪市 長田中２－１－７　ジュネスチャイム１ サービス JS-0001-0020

hair ＆ make 心座 東大阪市 長堂１－１９－３ サービス JS-0001-2230

LU3NA 東大阪市 長堂２－１７－１３　ソレイユ長堂１Ｆ サービス JS-0001-1187

LapLap 東大阪市 長堂２－４－２２　ダーナ・バル１Ｆ　 サービス ZN-0002-7182

あすなろ整骨院 布施 東大阪市 長堂３－２－２２　あすなろビル２Ｆ サービス JS-0003-3204

rush 布施店 東大阪市 長堂３－２－６ サービス JS-0003-2901

ルート 308 東大阪市 島之内２－１２－１８ サービス JS-0001-4352

KWS 鍼灸整骨院 イオンタウン東大阪院 東大阪市 東鴻池町１－６－３０　イオンタウン東大阪１０６ サービス JS-0004-6284

a lot 東大阪市 東鴻池町５－１－４ サービス JS-0001-5951

boyle 東大阪市 南上小阪１－５２ サービス JS-0003-0324

株式会社三友自動車工業 東大阪市 楠根１－７－３４ サービス JS-0004-0114

グローリーカンパニー 1 東大阪市 柏田西２－５－８　　 サービス PK-0000-0568

Nicori 東大阪市 菱屋西２－８－２４ サービス JS-0002-6085

HAIR CONCEPT SWAN 東大阪市 菱屋東１－１－３１　フローラ２１　１Ｆ サービス JS-0005-1982

ぱんだ動物病院 東大阪市 菱江１－１－３１ サービス JS-0003-0979

野口自動車株式会社 東大阪市 菱江１－１－３７ サービス JS-0003-3704
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TM コーポレーションアップル車検 本庄店 東大阪市 本庄西３－３－１３ サービス JS-0003-0153

レンタルのニッケン 東大阪営業所 東大阪市 本庄西３－８－３ サービス JS-0003-2124

Lepas 東大阪市 本町１－３８　本町ビル１Ｆ サービス JS-0003-4771

PLAN B 東大阪市 弥生町２－４３ サービス JS-0002-5290

ヤマシナオートサービス 東大阪市 友井２－２９－８ サービス JS-0002-5248

Ru ルー 東大阪市 友井５－１－１３　ハイマート弥刀２番館 サービス JS-0002-9500

カラオケライブ 東大阪店 東大阪市 稲田新町３－１０－１８ エンターテインメント JS-0003-0608

サウンド J 近大通り店 東大阪市 西上小阪１２－１８　ロイヤルビル２Ｆ エンターテインメント JS-0002-5777

カラオケライブ 徳庵駅前店 東大阪市 徳庵本町４－８ エンターテインメント JS-0003-4887

カラオケライブ 南上小阪店 東大阪市 南上小阪１０－６０ エンターテインメント JS-0003-0905

キングファミリー 東大阪店 東大阪市 南上小阪１０－６０ エンターテインメント JS-0004-8417

さつき薬局 東大阪市 稲田新町２－２９－１７－１０１　 その他 SL-2000-2726

ケンコウ薬局 東大阪市 下小阪５－１０－１５　 その他 SL-2000-3605

アメリカンラビット専門店うさぎのミルキー 東大阪市 若江西新町３－４－２０ その他 JS-0000-4459

ボウリングスペースヒット 東大阪市 小阪２－１８－１７ その他 JS-0002-7896

海席 与志乃 東大阪市 西鴻池町２－４－１ その他 SL-2000-9727

有限会社ミカサカメラ 東大阪市 足代北２－１－２１ その他 SL-2000-2071

丸十 東大阪市 足代北２－１６－２　 その他 SL-2000-9715

有限会社トキ貿易 東大阪市 中新開２－１０－１７　 その他 SL-2000-0334

なにわ健康ランド湯～トピア 東大阪市 長堂３－４－２１ その他 JS-0001-1244

Caramel － Box 東大阪店 東大阪市 菱屋東２－４－２５ その他 JS-0000-0325

串料理りき 八尾市 安中町１－７－８　 飲食店 SL-2000-9991

小料理 ゆるり 八尾市 安中町１－７－９ 飲食店 JS-0000-2571

cafebarrecher 八尾市 安中町２－６－９　清水ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2586

遊食空間晴ればれ 八尾市 安中町３－５－８　　 飲食店 ZN-0001-8202

焼き鳥 Dining ハマー八尾店 八尾市 安中町４－３－２２　　 飲食店 ZN-0001-8154

焼肉 ホルモン 勝万 八尾市 恩智中町１－１５１ 飲食店 JS-0005-1705

ひろ政 八尾市 恩智中町１－１５１　　 飲食店 ZN-0001-8192

日本料理・鍋料理 おおはた 八尾市 恩智北町３－５３ 飲食店 JS-0000-9500

王道八尾店 八尾市 光町１－４７　　 飲食店 ZN-0001-8181

和牛亭仁 八尾市 光町１－５　　 飲食店 ZN-0001-8129

日本料理 笠置 八尾市 光町１－５３ナ　イト＆デイ２Ｆ 飲食店 JS-0000-5931

ロータスブティック 八尾市 光町２－１６　ルミエール１Ｆ 飲食店 JS-0004-5010

えん 八尾市 光町２－１８０　ペントモール八尾５番街 飲食店 ZN-0001-8213

炉端焼き酒場 一心 八尾市 光町２－１８０　ペントモール八尾５番街　 飲食店 JS-0004-0670

串のアイワ 八尾市 光町２－６０　リノアス８Ｆ 飲食店 JS-0003-0487

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 JS-0005-9420

PAUHANA リノアス店 八尾市 光町２－６０　リノアス８Ｆ 飲食店 JS-0005-9490

知床漁場 八尾店 八尾市 光町２－６０　リノアス８Ｆ 飲食店 ZN-0002-2028

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 ZN-2000-6283

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 ZN-0001-8214

ぱんちゃん 八尾市 高美町２－１－３４　 飲食店 SL-2000-5921

焼肉いまちゃん 八尾市 高美町６－４－２７　　 飲食店 ZN-2000-5086

季節料理 若菜 八尾市 桜ヶ丘１－８８－１ 飲食店 JS-0000-5919
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ふぐ力 八尾市 桜ヶ丘３－５９ 飲食店 JS-0002-4261

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 JS-0000-0999

焼肉・ホルモンつねちゃん 八尾市 山本町１－６－３　西川ビル　　 飲食店 ZN-0001-8176

吉鳥山本駅前店 八尾市 山本町１－８－２　　 飲食店 ZN-0001-8232

えんえん 八尾市 山本町南１－３－５矢野ビル　　 飲食店 ZN-0001-8171

味彩 八尾市 志紀町１－８－２　　 飲食店 ZN-2000-3670

炭火焼屋 やいや 八尾市 志紀町２－６ 飲食店 JS-0004-9299

やんちゃ坊 ’s 八尾市 志紀町３－２５　　 飲食店 ZN-0001-8148

炙り肴いろり屋 八尾市 志紀町３－２６　コーエイパレス志紀１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8153

串かつ まる 八尾市 若林町３－４５　 飲食店 SL-2000-4336

もりた 八尾市 小阪合町３－８－２０ 飲食店 JS-0002-3647

お好み焼き ふうふう 八尾市 沼１－６８－７７ 飲食店 JS-0004-6550

酒菜や 八尾市 西山本町３－６－１３　　 飲食店 ZN-2000-0853

焼鶏くだかけ 八尾市 跡部北の町２－４－３８　　 飲食店 ZN-2000-5419

鍋奉行 山家 八尾市 大窪１３６８－１ 飲食店 JS-0000-8778

PAUHANA 八尾店 八尾市 東本町１－７－１３　１Ｆ 飲食店 JS-0001-7658

鶏魚 Kitchen ゆう八尾店 八尾市 東本町３－５－７　ダイヤビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8226

串ホルモンともつ鍋 蝶屋 八尾市 東本町３－７－１８　　 飲食店 ZN-0001-8139

クアトロ 八尾市 東本町３－７－１８　サンライフ八尾ビル１０７　 飲食店 ZN-0001-8197

やさと 八尾市 東本町３－８－１　三和ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-0035

料理菜々きりん 八尾市 東本町３－８－２６－１０６ 飲食店 ZN-0001-8186

とり焼たまる 八尾市 東本町３－８－２８　三和ビル１０１　 飲食店 ZN-0001-8216

旬彩小柳 八尾市 東本町３－８－２８　三和ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8207

Macoto 八尾市 東本町３－９－３６　板倉ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8149

海臨丸 八尾市 東本町４－３－１８ 飲食店 JS-0003-3225

旬幸旬美深登吏 八尾市 八尾木北４－７９　　 飲食店 ZN-2000-2673

炭焼尚店 八尾市 北本町１－３－２　　 飲食店 ZN-0001-8225

優善 八尾市 北本町１－４－１３ 飲食店 JS-0001-2665

WinebarNo168 八尾市 北本町２－１１－１６　２Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-1379

酒と肴 vin 酌 八尾市 北本町２－１２－１ 飲食店 JS-0005-7511

旬魚菜正や 八尾市 北本町２－１２－３０　アンリハイツ１０３　 飲食店 ZN-0001-8206

居酒屋 かわち屋 八尾市 北本町２－１５３－２ 飲食店 JS-0002-3826

鳥鳥八尾店 八尾市 本町１－１－７　大通ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-8169

魚菜屋幸太 八尾市 本町３－１－２０　千栄ファミリーハイツＢ１Ｆ 飲食店 ZN-2000-0799

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 ZN-0001-8185

陽なたや 八尾市 本町５－１－１　ローレル八尾本町１０５　 飲食店 ZN-2000-4750

八兵衛 八尾市 本町７－１０－１１ 飲食店 JS-0001-4801

四季旬彩 正庵 八尾市 本町７－１０－１３　スリジェＢ１Ｆ北 飲食店 JS-0001-3303

旬菜 みよし 八尾市 本町７－１０－１７　クリスタルプラザ１Ｆ 飲食店 JS-0000-0275

ほっこり酒場 さよ 八尾市 本町７－１１－６　サンシャイン八尾３Ｆ 飲食店 JS-0003-0520

和っか 八尾市 本町７－７－１２　グランピア八尾本町１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8140

Korean table マウン 八尾市 明美町２－１－２４ 飲食店 JS-0004-7397

マンジェ 八尾市 陽光園２－３－２２ 飲食店 JS-0001-0501

活魚料理いし田 八尾市 陽光園２－４－６　　 飲食店 ZN-0001-4630
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ごちそう家屋たんと 八尾市 陽光園２－５－２２　　 飲食店 ZN-0001-4629

和みのひと時 こころ塾 八尾市 陽光園２－６－３３　 飲食店 SL-2000-9820

串揚げ処 法善寺 八尾市 陽光園２－６－３４ 飲食店 JS-0000-2511

八尾まち薬局 八尾市 安中町９－３－１２　　 ショッピング PK-0000-2863

カギの救急車近鉄八尾駅前 八尾市 光町１－６４ ショッピング JS-0001-5927

ルートアン 八尾店 八尾市 光町２－６０ ショッピング JS-0002-9435

アミティエ 八尾市 光町２－６０ ショッピング JS-0003-0080

ブラン ハンナ 八尾市 光町２－６０ ショッピング JS-0003-0140

播彦 八尾駅前店 八尾市 光町２－６０ ショッピング JS-0003-0604

リサルトジョカーレ 八尾市 光町２－６０　３Ｆ ショッピング JS-0002-9409

おきな昆布 八尾店 八尾市 光町２－６０　八尾光町駅前ビルＢ１Ｆ ショッピング JS-0003-1239

［HC］株式会社香川電化 八尾市 光南町２－１－１ ショッピング JS-0001-9195

株式会社ウインドメイク 八尾市 光南町２－４－９　　 ショッピング ZN-0002-2444

ファーストオート 八尾支店 八尾市 高美町１－３－１８ ショッピング JS-0005-4705

メガネのオオクマ 八尾本店 八尾市 高美町１－３－２２ ショッピング JS-0000-2540

洗車のジャバ八尾店 八尾市 高美町６－８－４　　 ショッピング ZN-2000-3586

CHURCH 八尾市 桜ヶ丘１－８８－１０４ ショッピング JS-0000-1648

パーシモン 八尾市 桜ヶ丘３－９８ ショッピング JS-0003-2633

ブティック モア 八尾市 山本町南１－７－１２ ショッピング JS-0000-0187

Oga さんの弁当店 八尾市 山本町南２－１－３ ショッピング JS-0002-0370

桃林堂 陌草園 八尾市 山本町南８－１９－１ ショッピング JS-0005-5964

カントリーマーケット HeartLand 八尾市 山本町北７－５－８ ショッピング JS-0000-6425

森田商店 八尾市 水越８－１７２ ショッピング JS-0005-8602

プラスライン 八尾市 西弓削２－１６６ ショッピング JS-0002-3847

シックスモーターサイクル 八尾市 西高安町１－８３－１ ショッピング JS-0001-0724

Side Stand 八尾市 竹渕２－１０６　　 ショッピング ZN-2000-1781

ケーアイスポーツ 八尾市 中田２－１１０　 ショッピング SL-2000-0050

ジャッキー サイクル 八尾市 天王寺屋７－５ ショッピング JS-0004-3806

ドリーム 久宝寺店 八尾市 東久宝寺２－４－８ ショッピング JS-0004-6253

桃林堂 八尾駅前店 八尾市 東本町３－６－１３ ショッピング JS-0005-5879

CUK 八尾市 東老原１－２２ ショッピング JS-0002-7274

ファーストオート 中環平野店 八尾市 南亀井町３－１－３０ ショッピング JS-0005-4480

おおさかキャンパル 八尾市 南太子堂５－３－７ ショッピング JS-0003-6130

Make － up1 八尾市 南太子堂６－３－４５　　 ショッピング PK-0000-8230

ジャンキーズ 八尾市 南木の本１－８９－３　　 ショッピング ZN-2000-4220

サイクルマン 八尾南店 八尾市 南木の本２－２１－４９ ショッピング JS-0000-6369

ワークステーション八尾 中央店 八尾市 八尾木北１－５ ショッピング JS-0004-9882

久宝寺口インドアテニススクールプロショッ 八尾市 美園町３－９３ ショッピング JS-0000-4167

NKS － 405 バスケットボールショップ 八尾市 北亀井町３－２－３７ ショッピング JS-0001-3039

株式会社オートドリーム 八尾市 北久宝寺３－１－６５ ショッピング JS-0001-4341

Haru Haru 八尾市 北本町１－１－２９ ショッピング JS-0002-7769

Styliste 八尾市 北本町１－２－２９ ショッピング JS-0005-8338

西村玉宝堂 八尾市 本町３－１－２１ ショッピング JS-0003-0269

パリ洋品店 八尾市 本町５－４－１６ ショッピング JS-0005-2627
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池島眼鏡 八尾店 八尾市 本町５－８－１８ ショッピング JS-0003-4547

シャ・ノワール 久宝寺店 八尾市 龍華町２－２－２　ゼビオスポーツタウン久宝寺内 ショッピング JS-0004-1182

暮らしのファッション詩情 八尾店 八尾市 緑ヶ丘５－８５－３ ショッピング JS-0001-6439

Bon boyage 八尾市 安中町３－３－１ サービス JS-0004-5900

siro hair 八尾市 安中町３－５－１４　八尾クリニックビル１Ｆ サービス JS-0004-5604

CHARM affect 八尾市 安中町４－２－８ サービス JS-0000-3449

PURSUE 八尾市 栄町１－１－３プ　ラスドラコメディ栄町中１Ｆ サービス JS-0003-0777

ニコニコレンタカー 25 号八尾店 八尾市 永畑町１－２－４９ サービス JS-0003-3315

杉本接骨鍼灸院 八尾市 恩智中町１－３５－１　キラクマンション１０３ サービス JS-0004-3344

Lita 八尾市 萱振町１－３１－１ サービス JS-0003-3384

Hair ＆ Care T － ties 八尾市 萱振町１－５４－８用和ビル１Ｆ サービス JS-0002-7484

bisouhairpetit 店 八尾市 宮町４－３－８　　 サービス ZN-2000-2642

CHELSEA hair 八尾市 弓削町２－１２６－６ サービス JS-0000-7297

キャロット志紀店 八尾市 弓削町南１－１４－２ サービス JS-0005-3886

rush poe 八尾市 光町２－１５ サービス JS-0004-9120

Rileyhair 八尾 八尾市 光町２－２８－１　ラ・フォーレ八尾２Ｆ　 サービス ZN-0002-7504

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 ZN-0003-0406

hair work Deep 八尾市 高安町南１－３７ サービス JS-0003-9597

有限会社カーサポートブロッサム 八尾市 高安町南６－６９ サービス JS-0003-9795

masa 八尾市 高安町北１－１１７－２ サービス JS-0000-0011

LeModa salon 八尾市 高美町１－３－２１ サービス JS-0005-8670

小林整骨院 桜ヶ丘 八尾市 桜ヶ丘２－２２３－２ サービス JS-0003-3205

ルームヘアー プラス 八尾市 桜ケ丘２－５９－１ サービス JS-0005-3263

プロカットスタジオイノ美容室 八尾市 桜ヶ丘２－６１－３　　 サービス ZN-2000-0650

CREO relax 八尾市 桜ヶ丘３－１２４－１－１０３ サービス JS-0005-7628

Lico 八尾市 桜ヶ丘３－４５　リバティ桜ヶ丘Ⅱ号館２１１ サービス JS-0004-3638

Jibd’obj 八尾市 山城町１－２－５ サービス JS-0003-8570

Hair ＆ MakeShalom 本店 八尾市 山本町１－５－１８　　 サービス ZN-0003-0402

Hairroomoneperson 八尾市 山本町１－８－１７　　 サービス ZN-0003-0391

ミフクネットワーク WILL 店 八尾市 山本町２－１－３　　 サービス ZN-2000-0330

白星舎 本店 八尾市 山本町南１－５－１３ サービス JS-0005-7871

Hair art Juice 八尾市 志紀町１－１０　ジョイフル大石１Ｆ サービス JS-0004-5070

ミフクネットワーク ACT 店 八尾市 志紀町３－１９－１　王子志紀駅ビル２Ｆ　 サービス ZN-0002-7181

ワタナベ動物病院 八尾市 志紀町南１－３０ サービス JS-0003-8514

Merry Perch hair 八尾市 若林町１－８７　クロスティ八尾南壱番館 サービス JS-0003-5966

イン東京 久宝寺店 八尾市 春日町４－１－２２ サービス JS-0000-4280

LEIRY 八尾市 上之島町南３－１－３　 サービス SL-2000-1773

キャロット上之島店 八尾市 上之島町北２－５４ サービス JS-0005-3885

アーベン 八尾店 八尾市 植松町４－８－２５　クロスト八尾１Ｆ サービス JS-0000-1418

meetsgallery 八尾市 植松町５－６－１３　　 サービス ZN-0002-6556

aim 八尾市 跡部北の町２－２－２０　　 サービス ZN-0003-0392

キャロット久宝寺店 八尾市 跡部北の町３－１－２８ サービス JS-0005-3893

ヘアーズ モアー 八尾市 跡部北の町３－３－１３　シグネット久宝寺１０２ サービス JS-0002-0419

キャロット太田店 八尾市 太田１－１４５ サービス JS-0005-3889
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スマイル車検 八尾南 （株）クラス 八尾市 太田３－１９４－５ サービス JS-0001-9658

att 八尾市 中田２－４０５　プロスベール高安１０２ サービス JS-0001-4255

キャロット青山店 八尾市 中田３－９－２ サービス JS-0005-3887

白星舎 高安店 八尾市 中田４－１４７ サービス JS-0005-7868

株式会社ル・レーヴ動物病院 八尾市 中田５－６０－１ サービス JS-0005-1296

髪 ’sBarif 八尾市 堤町１－１６－８　　 サービス ZN-0002-7179

キャロットアクロスプラザ店 八尾市 都塚４－４５－１ サービス JS-0005-3904

オート・ラック 八尾市 東久宝寺３－４－１２　　 サービス PK-0000-7872

RS レンタリース 八尾支店 久宝寺営業所 八尾市 東久宝寺３－５－５ サービス JS-0000-2273

フタバ東太子店 八尾市 東太子２－１－２０ サービス JS-0005-3899

おひさま動物病院 八尾市 南太子堂６－１－１０ サービス JS-0002-8406

西村動物病院 八尾市 柏村町４－３１１－３ サービス JS-0003-9178

Hair design Lien 八尾市 八尾木北５－１４８－４ サービス JS-0002-2098

Hair ＆ MakeShalom 八尾市 八尾木北６－４３－２　　 サービス ZN-0003-0403

エルフィン シーマ 八尾市 北本町１－２－２０　　 サービス ZN-2000-0293

My tea 八尾市 北本町２－４－６　加藤ビル２Ｆ西側 サービス SL-2000-4874

Hair make ベルダ 八尾市 北本町２－５－１　１Ｆ サービス JS-0005-0501

あすなろ整骨院 北本町 八尾市 北本町４－５－９ サービス JS-0003-3221

CIRCO salotto 八尾市 本町１－１－１１　羽多野ビル１０５ サービス JS-0000-5179

HAIRSPACEProsper 八尾市 本町５－１－１１　アルカディーナ八尾１Ｆ　 サービス ZN-0003-0394

hair’samitio 八尾市 本町５－４－４　　 サービス ZN-2000-1839

haco 八尾市 緑ヶ丘５－２－２　１Ｆ サービス JS-0001-3464

LOG 八尾市 緑ヶ丘５－６８－２ サービス JS-0002-5980

トラストモータース 八尾市 老原８－１０２ サービス JS-0003-8450

巡心堂漢方薬局 八尾市 桜ケ丘１－８８－１０２　 その他 SL-2000-3247

スマートフォン研究所八尾店 八尾市 東本町３－５－７　ダイヤビル１Ｆ その他 SL-2000-2125

エキゾチックアフリカ 八尾市 八尾木北１－４ その他 JS-0005-1529


