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加盟店名 所在地 ジャンル

炭火焼肉さかえ 茨木市 稲葉町１９－１４　 飲食店 SL-2000-9849

みーとはうす能勢 茨木市 稲葉町４－５　　 飲食店 ZN-0001-8349

シースリー 茨木市 永代町６－１６　ニュー阪急フロントビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0151

8083 赤から茨木市駅前店 茨木市 永代町６－２１　現代茨木市駅前ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4138

串カツ鉄板鍋うえつき 茨木市 永代町６－２４　　 飲食店 ZN-0001-8445

BARkiki 茨木市 永代町７－３－３０１　　 飲食店 ZN-2000-3052

渡や 茨木市 永代町９－１ 飲食店 JS-0005-5176

た藁や茨木店 茨木市 駅前１－２－１０－１Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-2096

茨木 豊丸 茨木市 駅前１－２－７ 飲食店 JS-0002-3908

バル タナハシ 茨木市 駅前１－４－３　谷鶴茨木駅前ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-7876

晴れ屋 茨木市 駅前１－４－６１　ソアラビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8362

一寸 茨木店 茨木市 駅前３－２－３　　 飲食店 ZN-0001-8358

Jun ＆ Papper’s Cafe 茨木市 駅前３－６－２　BOXFIVE ２Ｆ 飲食店 JS-0003-5325

Viande 39 茨木市 駅前３－６－２　BOXFIVE ５Ｆ 飲食店 JS-0004-1497

焼肉薩摩 茨木市 玉櫛２－２２－１６　　 飲食店 ZN-0001-8347

割烹 片桐 茨木市 元町６－３ 飲食店 JS-0003-3064

TerrazzaLegare 茨木市 彩都やまぶき１－１－５　　 飲食店 ZN-0001-8532

豚輔 茨木市 舟木町１－１１　　 飲食店 ZN-2000-5330

海鮮居酒屋あまみ 茨木市 舟木町２０－２０　　 飲食店 ZN-0001-8560

わいわい 茨木市 舟木町４－２９　第二椿マンション１Ｆ 飲食店 JS-0005-7839

焙煎工房＆カフェてんぷす 茨木市 春日１－５－１７　　 飲食店 PK-0000-2637

懐石料理利宝 茨木市 春日１－５－５　　 飲食店 ZN-0001-8399

やきとり居酒屋 七転八起 茨木市 春日１－９－２５　 飲食店 SL-2000-1621

浜焼き居酒屋まるっぽ 茨木市 春日２－２－１　MK ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-8529

Allegro le mariage 茨木市 春日２－３－３　マンション春日園１０５ 飲食店 JS-0003-1332

焼肉匠 茨木市 小柳町１０－１７　グランドハイツ１０３　 飲食店 ZN-0001-8449

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 JS-0005-0916

焼肉 こころ亭 真砂店 茨木市 真砂１－８－６ 飲食店 JS-0000-9029

真珠に竹馬 茨木市 西駅前町１０－１０３ 飲食店 JS-0001-5257

茨木 金魚 茨木市 西駅前町３－３　茨木グラトナスビル１２Ｆ 飲食店 JS-0002-3911

焼肉ホルモン 一龍 茨木店 茨木市 西駅前町３－４　２Ｆ 飲食店 JS-0000-5057

魚庵すし若 茨木市 西駅前町６－２２　　 飲食店 ZN-0001-8398

Jade － Garden 翡翠園 茨木市 西駅前町６－２２　　 飲食店 ZN-0001-8423

居酒屋栄吉 茨木市 西駅前町８－５ 飲食店 JS-0000-1329

炭焼き 鳥仁 茨木市 西駅前町８－５ 飲食店 JS-0001-5403

うまいもん酒家鼓 茨木市 西駅前町８－７　　 飲食店 ZN-0001-8394

ennu ！ 茨木市 西駅前町８－７　華岡マンション１０３　 飲食店 ZN-2000-6739

iZAKAYA 凪美 Navi 茨木市 西駅前町８－７　華岡マンション１０５　 飲食店 ZN-2000-3662

焼肉 鉄板鍋 一家 茨木市 西河原２－１０－２０－１０１ 飲食店 JS-0000-0041

郷土料理九州 茨木市 西中条町１－１　ハタセビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-2182

SHOP SMALL® Amex で 30％キャッシュバック

対象加盟店リスト
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かくれがつづみ 茨木市 西中条町１－１０　　 飲食店 ZN-0001-8439

BarLimeLight 茨木市 双葉町２－３　ツインリーブス１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1226

Casual Dining かのん 茨木市 双葉町２－７　アフターファイブビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-6064

日本酒とはま焼 喰海 茨木市 双葉町３－１９ 飲食店 JS-0003-8459

えんや 茨木市 双葉町３－２　双葉ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-9090

居酒屋 小姫 茨木市 双葉町３－２７　コヒメスウィーター１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8539

ゆう心 茨木市 双葉町３－２７　コヒメスウィーター１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7063

キッチンファーム 茨木市 双葉町３－２７　コヒメスウィーター２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6794

炭火・海鮮「おどりや」茨木店 茨木市 双葉町３－３　 飲食店 SL-2001-1651

三府すし阪急茨木店 茨木市 双葉町７－２４　　 飲食店 ZN-0001-8407

とりのねぐら阪急茨木店 茨木市 双葉町８－１０　　 飲食店 ZN-0001-8355

おはな 茨木市 双葉町８－８　　 飲食店 ZN-0001-8549

トラットリア ルナピエナ 茨木市 双葉町９－１３ 飲食店 JS-0005-4072

炭火焼鳥鳥陣 茨木市 総持寺駅前町５－２０　ソレイユ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8554

縁家 茨木市 大手町１－３　大手町ビル１０１ 飲食店 JS-0001-0851

焼鳥ばーでぃー 茨木市 大手町２－６　丸吉ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-3236

焼肉一進 茨木市 大池１－１０－３５　　 飲食店 ZN-0001-8537

焼肉料理 さかもと 茨木市 沢良宜西１－１－１３ 飲食店 JS-0003-0094

もつすとぉりぃ 茨木市 沢良宜西１－１－１３ 飲食店 JS-0003-1690

薩摩の牛太 茨木市 沢良宜西１－１－６－１０３　　 飲食店 ZN-0001-8515

気楽料理 だい 茨木市 沢良宜西１－２－１４ 飲食店 JS-0005-6212

やました 茨木市 竹橋町２－１　三共ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-0699

焼肉 hachi 茨木市 中津町１－２　　 飲食店 ZN-0001-8496

リストランテポルポ 茨木市 天王２－４－１２　　 飲食店 ZN-0001-8375

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 JS-0004-0180

雷蔵 茨木市 別院町３－４　　 飲食店 ZN-0001-8370

焼肉牛兆茨木店 茨木市 別院町６－２７　　 飲食店 ZN-0001-8568

ジャマン 茨木市 別院町６－４５　１Ｆ 飲食店 JS-0002-8802

AZ’s 茨木市 末広町３－３１　沢田ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-0172

ONE’S ARMS 茨木市 鮎川１－２－２２ ショッピング JS-0002-3230

フランス菓子ドエル 茨木店 茨木市 永代町４－１０１ ショッピング JS-0004-6763

ワイルドチャイルド 茨木市 永代町５－１１２　ソシオいばらき１－１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-0347

富士サービス 茨木市 永代町５－１１６ ショッピング JS-0003-4868

秋田屋 茨木店 茨木市 永代町５－２０２　阪急茨木駅前センター名店街２Ｆ ショッピング JS-0000-2840

有限会社光薬局 茨木市 駅前３－６－１ ショッピング JS-0005-0582

三千円メガネ 茨木店 茨木市 駅前４－１－２３ ショッピング JS-0001-4599

1 番星 吹田インター店 茨木市 下穂積２－１０－３ ショッピング JS-0000-9277

茨木べにや薬店 茨木市 玉櫛２－２２－１５ ショッピング JS-0000-2069

済生会茨木病院売店 茨木市 見付山２－１－４５ ショッピング JS-0005-4037

三和株式会社 茨木市 元町１－１１　　 ショッピング ZN-2000-0803

株式会社清田商店 茨木市 元町７－７ ショッピング JS-0003-3505

山崎屋 茨木市 元町８－１７ ショッピング JS-0005-3124

リンク・カー・サービス 茨木市 宿久庄５－３２－１２ ショッピング JS-0005-0788

酒匠米匠こやま 茨木市 宿川原町１７－８　 ショッピング SL-2000-2184
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良品買館 茨木店 茨木市 上郡１－４－１４ ショッピング JS-0003-4735

ティスオートサービス 茨木市 上穂東町４－１４ ショッピング JS-0002-4735

ワンアップゴルフ 茨木市 新堂１－８－５ ショッピング JS-0003-7461

小林サイクル 茨木市 真砂１－２－３５ ショッピング JS-0005-5532

RIV 茨木市 西駅前町４－１０６ ショッピング JS-0001-1204

光薬局 JR 店 茨木市 西駅前町５－３０　佐々木ビル１Ｆ ショッピング JS-0004-9998

LINE AUTO 茨木市 西福井２－１５－２ ショッピング JS-0002-1187

お宝 GET 大阪 茨木市 西豊川町２２－３２　 ショッピング SL-2000-2787

フラワーショップ LEAF 茨木市 双葉町８－１９－２ ショッピング JS-0004-3923

フラワーショップタキイ駅前店 茨木市 沢良宜西１－２　タウンハイツ南茨木２号館１０２　 ショッピング ZN-2000-4753

B － SQUARE 茨木市 沢良宜浜１－１５－３０ ショッピング JS-0000-3350

フランス菓子ドエル 本店 茨木市 中総持寺町４－２１　　 ショッピング JS-0004-6765

グラスワン 茨木市 中総持寺町４－２１　　 ショッピング ZN-2000-2248

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 ショッピング JS-0004-6770

中央自動車株式会社 茨木市 奈良町１３－２８ ショッピング JS-0003-6539

西村眼鏡店 阪大病院前店 茨木市 南春日丘７－５－１０　第二山本ビル１Ｆ ショッピング SL-2000-2168

ニシフジ 茨木市 別院町１－３　 ショッピング SL-2000-0511

グランパドドゥ 茨木市 別院町４－２０　小島ビル４Ｆ　 ショッピング SL-2000-9340

レナ ジャパンメイド ショップ 茨木市 本町１－４　 ショッピング SL-2000-2818

JAP’SFACTORY 茨木市 末広町１－２－１０２　　 ショッピング ZN-2000-0346

トラックタイヤファクトリー店 茨木市 目垣３－１３－２２ ショッピング JS-0001-3340

YesCars 茨木市 野々宮１－１－２６ ショッピング JS-0002-1629

夢人形 茨木市 鮎川５－２１－２　 サービス SL-2001-0371

uni hair 茨木市 稲葉町１１－８　ローズビルウチダ１Ｆ サービス JS-0003-9788

スタジオ すばる 茨木市 稲葉町５－１２ サービス JS-0001-4822

稲葉〔エルゼ〕 茨木市 稲葉町５－４ サービス JS-0003-3950

Shu エナジー 茨木市 永代町５　ソシオビルＢ１Ｆ サービス SL-2000-2808

ヘアーモード アザナ アネックス 茨木市 駅前３－６－２　BOXFIVE ３Ｆ サービス SL-2000-8762

Lie － be 茨木市 園田町１－７－１０２ サービス JS-0000-8954

アーバンガレージ 茨木市 横江１－１５－５２ サービス JS-0001-4170

Rouru． 茨木市 下中条町３－７　シャトー春日第２マンション１Ｆ サービス JS-0002-0186

株式会社 AUTOLIFE 茨木市 下穂積２－９－７ サービス JS-0002-1595

le lapin blanc 茨木市 元町１－１０　アーカスデイズＢ１Ｆ　 サービス ZN-0002-7210

レンタルのニッケン 茨木営業所 茨木市 五日市１－２－１ サービス JS-0003-2126

ヘアーズエヌジェイメン 茨木市 彩都あさぎ１－２－１　ガーデンモール彩都２Ｆ サービス JS-0002-3186

ELLIFE 彩都店 茨木市 彩都あさぎ１－２－１　ガーデンモール彩都２Ｆ サービス JS-0003-1018

桜彩都薬局 茨木市 彩都あさぎ１－２－１　ガーデンモール彩都３Ｆ サービス JS-0004-2149

愛犬の美容室 ジェイワン 茨木市 耳原２－４－１８ サービス JS-0003-3565

くるみ薬局 フェンテ 茨木市 舟木町２－１　シャトー黒田ビル１Ｆ サービス JS-0003-5818

LuxiaLalagratia 茨木市 舟木町２－２５　東急ビル１Ｆ　　 サービス ZN-0002-7222

Vis Ange 茨木市 舟木町４－２９ サービス JS-0000-2960

SEIYOSHA 茨木市駅南 茨木市 舟木町５－９ サービス JS-0003-6935

ひろがり鍼灸整骨院 茨木市 春日１－１６－７　ステーションコーポ茨木１０１ サービス JS-0005-4819

クリーンネット真砂 茨木市 真砂１－１２－３１　サンライフタウン古市 サービス JS-0003-3952
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メープル調剤薬局 茨木市 真砂２－７－１４ サービス JS-0003-9891

ピーチ薬局 茨木市 水尾３－１６－２８　メデミックス茨木 サービス JS-0001-8807

ビューティサロンナカノ 茨木店 茨木市 西駅前町１０－１１５ サービス JS-0003-0892

アカンサス茨木 茨木市 西駅前町１２－２０ サービス JS-0002-0904

スター薬局 茨木市 西駅前町４－２０４ サービス JS-0001-2370

ネイルサロン ベビーピンク 茨木市 西駅前町４－２１６　茨木ショップタウン サービス JS-0002-9059

NATURE 茨木市 西駅前町４－３９ サービス JS-0005-7933

エルゼ西駅前町店 茨木市 西駅前町７－３０ サービス JS-0003-2685

アトリエ MIHO 茨木店 茨木市 西中条町１－１３ サービス JS-0002-0511

西中条〔エルゼ〕 茨木市 西中条町３－１ サービス JS-0003-3959

Chouette Heure 茨木市 双葉町１４－６　玉木マンション１Ｆ サービス JS-0002-8905

みつき鍼灸整骨院 茨木市 双葉町１６－９　プロスビル１Ｆ サービス JS-0003-3483

桜茨木薬局 茨木市 双葉町６－１０ サービス JS-0004-2148

Bodysh 阪急茨木店 茨木市 双葉町８－１　奥村ビル３０３ サービス JS-0004-6073

ひまわり薬局 茨木駅前店 茨木市 双葉町９－２０ サービス JS-0003-0743

フェリシータ総持寺店 茨木市 総持寺駅前町６－１３　大紅ビル２Ｆ　 サービス ZN-0002-7384

くるみ薬局 デュオ 茨木市 大手町１－１６ サービス JS-0003-5819

ララアネックス 茨木市 大手町４－３　　 サービス ZN-0002-7207

ビューティスペース RIZE 茨木市 大手町８－１９ サービス JS-0001-2643

クリーンネット茨木大同 茨木市 大同町５－５ サービス JS-0003-3958

oto et quon 茨木市 竹橋町２－３　　 サービス ZN-0002-7211

クリーンネット竹橋町 茨木市 竹橋町９－７ サービス JS-0003-3955

Laliberte 茨木市 中総持寺町７－１１　カルム総持寺１０１ サービス JS-0001-2393

le plus cheri 茨木市 中津町１７－３０　ウエスト中津１Ｆ　 サービス SL-2000-0832

Liliy 茨木市 中穂積１－２－５１　シャトー春日第３ビル５Ｆ サービス SL-2000-3780

クリーンネットエキスポロード 茨木市 中穂積２－１－１ サービス JS-0003-3951

HAIR CREATE Lac 茨木市 天王２－１１－１　シャネルハイツ野口１Ｆ サービス JS-0001-1511

まるとみクリーニング 南茨木店 茨木市 天王２－５－１０ サービス JS-0004-8182

美容室サラサ 茨木市 東奈良３－１１－７－１Ｆ サービス JS-0002-2202

GarageAstrare 茨木市 畑田町１１－４４ サービス JS-0002-1541

Natural．P 阪急茨木本通り商店街店 茨木市 別院町３－２５　　 サービス ZN-0002-7389

Refresia 茨木市 別院町４－１　MIWATERRACE ２０２　 サービス ZN-0003-0446

アーリィワークス 茨木市 野々宮２－７－３ サービス JS-0003-9694

バスターボウル 阪急茨木店 茨木市 永代町６－２　スポーツプラザ茨木３Ｆ その他 JS-0001-9965

焼肉・鶏料理 心亭 茨木市 郡山２－２７－２３　 その他 SL-2000-6719

松本ミシン（マツモトミシン） 茨木市 元町２－１３　 その他 SL-2000-2720

オレンジハウス 茨木市 紫明園３－２８ その他 JS-0003-0229

オルソフィット 24 茨木市 春日１－１６－６３ その他 JS-0005-2201

Dog ファンのお店 mine 茨木市 小柳町１－２　千寿ビル１０３ その他 JS-0002-1437

ちべん薬舗 茨木市 西穂積町７－４１　 その他 SL-2000-0231

茨木観魚園 茨木市 沢良宜西４－１５－１８ その他 JS-0005-7983

ワイルドガーデン ぷらすわん 茨木市 東安威２－５－２２ その他 JS-0000-3267

ワンラブ ドンキホーテ茨木店 茨木市 東太田１－４－４８ その他 JS-0004-1165

吉鳥 JR 高槻駅前店 高槻市 芥川町１－１１－２　GOTOU ビル １Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7028



5 2020/9/29

［茨木市／高槻市／三島郡］

加盟店名 所在地 ジャンル

ローカーボキッチン然－ zen － 高槻本店 高槻市 芥川町１－１１－９　 飲食店 SL-2000-8267

海鮮炉端大之介はなれ 高槻市 芥川町１－１３－１６　　 飲食店 ZN-0001-8418

高槻いし川 高槻市 芥川町１－１３－１７ 飲食店 JS-0000-1428

鮨赤樫 高槻市 芥川町１－１３－２７　　 飲食店 ZN-0001-8368

よしもと 高槻市 芥川町１－８－２６　　 飲食店 ZN-0001-8386

Goo 高槻市 芥川町１－９－１４ 飲食店 JS-0004-4817

朱李 高槻市 芥川町２－１－９ 飲食店 JS-0001-5349

けむり屋 牛力 高槻市 芥川町２－６－１６ 飲食店 JS-0000-4812

MICHINORI 高槻市 芥川町２－８－２０　深井ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1181

アジアン キッチン ルーナ 高槻市 芥川町２－９－１５ 飲食店 JS-0003-3687

京口町てるい 高槻市 京口町１０－２ 飲食店 JS-0001-3358

寿司ダイニング実 高槻市 京口町１２－５　　 飲食店 ZN-0001-8479

ItalianBAILA 高槻市 京口町８－５　第一エーエスビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6035

4B’s 高槻市 古曽部町１－１－２２　　 飲食店 PK-0000-3248

鉄板鍋・焼肉一心 高槻市 高槻町１０－１３　　 飲食店 ZN-2000-5215

高槻 豊丸 高槻市 高槻町１１－１６　第１領家ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-3913

鳥せゑ 高槻店 高槻市 高槻町１１－９ 飲食店 JS-0004-6037

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 ZN-0001-8409

よしもと高槻南店 高槻市 高槻町１３－１４　プレミアビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8523

cafeSummeR 高槻市 高槻町１３－１６　SY ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-8504

大衆スタンドくろき 高槻市 高槻町１３－４　　 飲食店 PK-0000-2337

炭焼酒場 森田家 高槻店 高槻市 高槻町１３－４　三精ビル３号館２Ｆ 飲食店 JS-0003-3677

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 ZN-0002-5850

アージ 高槻店 高槻市 高槻町１５－３　アージ高槻ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-5016

T’s ☆ PHO（ティーズスターフォー） 高槻市 高槻町６－１３　１Ｆ　 飲食店 SL-2000-8359

割烹 さ々木 高槻市 高槻町９－４ 飲食店 JS-0002-2448

小柳寿司 高槻市 紺屋町６－１３　　 飲食店 ZN-0001-8364

旬彩酒房 きたむら 高槻市 紺屋町６－１６　ライトハウスビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-8884

チキン横丁 高槻店 高槻市 庄所町３－７　チキン横丁 飲食店 SL-2000-1063

寿司栄 高槻市 上田辺町４－３ 飲食店 JS-0002-9418

料理家 三 高槻市 上土室５－３４－１ 飲食店 JS-0002-1115

肉バル＆ダイナー Jajaja 高槻市 上本町６－８ 飲食店 SL-2000-5077

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 JS-0003-0561

四季馳走 あか馬 高槻市 城北町１－２－４ 飲食店 JS-0003-9098

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 JS-0003-4091

旬菜・旬魚きくの 高槻市 城北町２－１０－９　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-8471

T’s ☆ Diner 高槻市 城北町２－１１－５　南園ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-6644

OYSTERBARSHELL ＆ SHRIM 高槻市 城北町２－１１－８　松村ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8507

イトウ 高槻市 城北町２－１２－１８　万里乃ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-2528

Best 高槻市 城北町２－１３－１５　サンユーレジャービル３０１　 飲食店 ZN-2000-1943

地鶏 蔵 高槻市 城北町２－１３－２３ 飲食店 JS-0004-8552

鉄板 cuisine Feu 高槻市 城北町２－１３－２３　青山ビル　２Ｆ 飲食店 JS-0000-1185

粋 高槻市 城北町２－１４－１１ 飲食店 JS-0003-8797

料理道楽築漸 高槻市 城北町２－１４－１１　シャリテビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8377
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ファンタジー BAR カメレオン 高槻市 城北町２－１４－１１　シャリテビル３Ｆ 飲食店 ZN-2000-3767

かにかくに鶏 高槻市 城北町２－１４－１１　桃園ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-7232

宇久 高槻市 城北町２－１４－１１　桃園ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-0959

鉄板焼き ひまわり 高槻市 城北町２－１４－２４　竹内ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-3689

鉄板バル Jyu －高槻店 高槻市 城北町２－１４－２６　大槻ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8481

小だるま高槻店 高槻市 城北町２－１４－２９　清水ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8410

CARNIVOR 高槻市 城北町２－２－１２　オカダビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8552

Bicchiere 高槻市 城北町２－２－１３　オカダビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-9280

高崎流居酒屋道場高槻店 高槻市 城北町２－３－１８　　 飲食店 ZN-0001-8404

KS 高槻市 城北町２－３－３　第５誠ビル３Ｆ 飲食店 ZN-2000-2140

炭火焼 dining おかげ家高槻店 高槻市 城北町２－３－３　第５誠ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0001-8491

鶏屋だもん高槻店 高槻市 城北町２－３－８　入潮ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8443

炉ばた焼煉瓦力丸亭 高槻市 城北町２－４－１　ファイブプラザＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8545

EISAN えい参 高槻市 城北町２－５－１２　YEK ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8446

紬季 高槻市 神内２－２８－８　　 飲食店 ZN-0001-8506

てっちゃん鍋 ともきち 高槻市 大畑町３－２ 飲食店 JS-0002-3979

旬鮮 やました 高槻市 大畑町３－９　ジョイフル富田１Ｆ 飲食店 JS-0003-8763

大龍虎 高槻市 津之江町１－９－３１ 飲食店 JS-0001-7948

焼肉 こころ亭 高槻店 高槻市 唐崎中４－１－３ 飲食店 JS-0003-9852

中華菜館桃莉 高槻市 桃園町２－１　高槻市役所庁舎総合センター１５Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8488

和献洋彩にんにん高槻店 高槻市 桃園町２－１　高槻市役所庁舎総合センター１５Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8489

BANGLORE 高槻市 南松原町２－１８ 飲食店 JS-0000-2944

津の田ミート LODGE 高槻市 南平台５－７０－１６ 飲食店 JS-0005-0914

無尽蔵高槻家 高槻市 白梅町４－３　ミューズ高槻内　　 飲食店 ZN-0001-8561

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 AX-2000-0128

幸蔵別館玄 高槻市 富田町１－１１－９　ツイン YH ビル２０１　 飲食店 ZN-0001-8505

ふくみみ 高槻市 富田町１－１５－７ 飲食店 JS-0003-3527

コミックバスター 阪急富田駅前店 高槻市 富田町１－１７－１３　５Ｆ 飲食店 JS-0003-4292

キッチンたきざわ 高槻市 富田町１－５－９　　 飲食店 ZN-2000-0768

高崎流クリエイティブキッチン道場摂津富田 高槻市 富田町１－６－５　　 飲食店 ZN-0001-8403

炭火焼き 菜蔵 高槻市 富田町３－１８－２１－１０２　　 飲食店 ZN-0001-8392

焼肉幸蔵 高槻市 富田町６－２４－６　　 飲食店 ZN-2000-5801

STEAK － KAPPO TSUKI 高槻市 北園町１３－２９　SAKURA ビルⅡ　１Ｆ　 飲食店 SL-2000-7142

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 JS-0005-0805

Dolche 高槻市 北園町１５－１５　三精ビル３Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-1062

鮪と炭火串 トロたん 高槻市 北園町１９－１２　キリメビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-3909

焼肉 藤 高槻市 北園町３－３１ 飲食店 JS-0000-0507

錦わらい高槻店 高槻市 緑町１８－１８　　 飲食店 ZN-0001-8353

花助 高槻市 安満東の町１－１　 ショッピング SL-2000-7806

HERBIER 高槻市 芥川町１－１０－３－１０１ ショッピング JS-0003-4166

レディースファッションあどん 高槻市 芥川町１－２　アクトアモーレ１Ｆ ショッピング JS-0002-4209

INAGAKI 高槻市 芥川町１－２　アクトアモーレ１Ｆ ショッピング SL-2000-0660

制服のいがや 高槻市 芥川町２－１３－６　　 ショッピング PK-0000-8550

高槻ロイド 高槻市 芥川町２－８－２０ ショッピング JS-0004-5379
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第一東和会病院売店 高槻市 宮野町２－１７ ショッピング JS-0005-3870

サイクルショップ 仲田 高槻市 京口町７－９ ショッピング JS-0005-3284

バイクショップシャリン 高槻市 郡家本町５５－１ ショッピング JS-0002-3297

青山薬局　古曽部店 1 高槻市 古曽部町２－１３－４　　 ショッピング PK-0000-8632

ブティック BRI’O 高槻市 高槻町１３－２　　 ショッピング SL-2000-0690

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 JS-0004-9704

イバラキヤ 本店 高槻市 高槻町１５－１８　 ショッピング SL-2000-2185

プラグアンドプレイ 高槻市 高槻町１７－１２　メゾンエトワール１０１ ショッピング SL-2000-5546

アウトレットバッグ Shiba 高槻市 高槻町１８－６　高槻センター街ヤマムロビル１Ｆ ショッピング JS-0005-5167

GOOW 高槻市 高槻町２０－１１ ショッピング JS-0003-5697

チャンプ高槻店 高槻市 高槻町２０－２３　グランディ高槻１０１　 ショッピング ZN-2000-2478

杉岡時計店 高槻市 紺屋町１－１－１１０－Ｂ ショッピング JS-0005-5419

秋政大師堂 高槻市 紺屋町３－１－１１０ ショッピング JS-0005-2217

眠りショップ わたや館 高槻市 紺屋町６－１８　 ショッピング SL-2001-1998

ジーンズハウス ペッパー 高槻市 紺屋町７－１８ ショッピング JS-0001-8676

メガネのイシガミ 高槻店 高槻市 紺屋町７－１９　 ショッピング SL-2001-1626

銘菓の里 井づつ 高槻市 紺屋町８－２ ショッピング JS-0004-7884

いちふく薬局 高槻市 芝生町１－１－１－１０１　　 ショッピング ZN-0003-1480

スズキ高槻南（有）コンプリートスピード 高槻市 芝生町１－１６－１９　 ショッピング SL-2000-7719

サイクルプロショップリコ 高槻芝生店 高槻市 芝生町２－５９－４ ショッピング JS-0004-1851

アメリカ衣料 サンヨー 高槻市 芝生町２－７－１５　 ショッピング SL-2000-3625

銘菓の里 井づつ 芝谷店 高槻市 芝谷町３５－２３ ショッピング JS-0004-7883

象屋 高槻店 高槻市 寿町１－１９－１ ショッピング JS-0004-1540

イルカ薬局 高槻市 出丸町６－３９　　 ショッピング PK-0000-5808

オオサカ薬局 高槻市 松原町１６－１３　　 ショッピング PK-0000-8472

株式会社ティ・エス・エス高槻店 高槻市 上牧南駅前町８－４１ ショッピング JS-0001-9936

フランス菓子ドエル 高槻店 高槻市 城北町２－４－１　１Ｆ ショッピング JS-0004-6772

天神薬局 高槻市 真上町１－３－５－１０９　　 ショッピング PK-0000-8355

tile 高槻市 真上町２－１２－１ ショッピング JS-0002-2138

えびす薬局 高槻市 神内２－２８－１３－１０２　　 ショッピング PK-0000-3622

西冠トモエ薬局 高槻市 西冠３－３０－１　　 ショッピング PK-0000-8394

タイヤーサービスセンター 高槻店 高槻市 西面中１－１－５ ショッピング JS-0000-9455

balloon ＆ gift Daisy 高槻市 千代田町２７－１９ ショッピング SL-2000-1849

西尾 高槻店 高槻市 大畑町１３－１　ダイエー摂津富田店１Ｆ ショッピング JS-0002-1396

BLAST 高槻市 塚原１－３－１５　チコハイツ１Ｆ ショッピング JS-0005-2187

化粧品タカハシ 高槻市 登町１６－１０ ショッピング SL-2000-6805

ドライベア 高槻市 唐崎中２－９－３４ ショッピング JS-0005-0925

テニスコミュニケーション高槻プロショップ 高槻市 唐崎中４－３－１ ショッピング JS-0000-4163

フレンド・シティ防犯センター 高槻市 藤の里町１８－１８ ショッピング JS-0003-4778

タピオカ チーズハットグ メロンパン専門店 シュシュメロン 高槻市 南芥川町１－１６　松商第３ビル１Ｆ ショッピング SL-2000-2641

スマイル薬局 高槻市 日吉台五番町１５－１２　　 ショッピング PK-0000-5706

テニスコミュニケーション萩之庄プロショッ 高槻市 萩之庄５－２６－１ ショッピング JS-0000-4165

クーズコンセルボ 高槻店 高槻市 白梅町４－８　ジオタワー高槻ミューズフロント３Ｆ ショッピング JS-0005-5931

カモシカ雑貨店 高槻市 富田丘町６－１４　山文ビルＢ１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-6293
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メガネの AIWA 高槻市 富田町１－８－１９ ショッピング JS-0003-3577

フランス菓子ドエル 富田北店 高槻市 富田町１－８－２４ ショッピング JS-0004-6768

カードボックス高槻店 高槻市 北園町１９－１２　切目ビル４Ｆ　　 ショッピング ZN-2000-3335

タテヤマ眼鏡店 高槻市 牧田町７－５４－１０３ ショッピング JS-0005-7168

太陽薬品大阪営業所 9 高槻市 野見町１－１８　　 ショッピング PK-0000-4471

太陽薬品大阪営業所 16 高槻市 野見町１－１８　　 ショッピング PK-0000-5168

太陽薬品　大阪営業所　15 高槻市 野見町１－１８　　 ショッピング PK-0000-8340

太陽薬品　大阪営業所　2 高槻市 野見町１－１８　　 ショッピング PK-0000-8718

太陽薬品　大阪営業所　17 高槻市 野見町１－１８　　 ショッピング PK-0000-8721

良品買館 高槻店 高槻市 緑町３－２ ショッピング JS-0003-4733

フレンズ動物病院 高槻市 安岡寺町１－１４－１０ サービス JS-0004-1037

O’SHAIR 高槻市 奥天神町２－２４－１ サービス JS-0000-5804

BLUE 高槻市 芥川町１－１０－２６　メイビスタ高槻２Ｆ　 サービス ZN-0003-0457

ワンズレンタカー JR 高槻駅前店 高槻市 芥川町１－１－１　JR 高槻駅ＮＫビル サービス JS-0004-9900

アスクス ヘアー 高槻市 芥川町１－１３－１９　トレンディア高槻１０１ サービス JS-0003-8719

美容処 キレイ きれい 高槻市 芥川町１－１３－７ サービス JS-0001-9733

アカンサス高槻 高槻市 芥川町１－１５－２３ サービス JS-0002-0545

ぷらす整骨院 高槻アクトアモーレ院 高槻市 芥川町１－２　Ｃ－１１０ サービス JS-0005-1127

HAIRTIMEPreem 高槻市 芥川町１－７－２４　　 サービス ZN-0002-7201

Natural．PJR 高槻駅前店 高槻市 芥川町１－９－１４　　 サービス ZN-0002-7390

Charmant 高槻市 芥川町２－１０－１ サービス JS-0005-1314

Natural．P JR 高槻店 高槻市 芥川町２－１０－１１　　 サービス ZN-0003-0470

Natural．P JR 高槻本店 高槻市 芥川町２－１３－３３　２Ｆ　 サービス ZN-2000-2702

レンタサイクルマイケル JR 高槻駅西口店 高槻市 芥川町２－２－２６ サービス JS-0003-4672

ペアースポット 高槻市 宮田町２－３７－３ サービス JS-0004-1723

afic 高槻市 京口町９－２７ サービス JS-0002-4728

ジャスティス ヘアスペース 高槻市 高槻町１２－１３　明和ビル２Ｆ サービス JS-0003-3982

SyiSyu 高槻店 高槻市 高槻町１２－２０　もり菊ビル３Ｆ サービス JS-0001-5651

Place H．D 高槻市 高槻町１３－８　高木ビル２Ｆ　 サービス SL-2000-3526

Natural．PBart 高槻市 高槻町１５－１１　東邦ハウスオブアート館２Ｆ　 サービス ZN-2000-3491

ヘアータイムレスト店 高槻市 高槻町８－２４　　 サービス ZN-0002-7202

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 JS-0004-8800

エスト キッケル 高槻市 高槻町８－６　　 サービス ZN-0002-7223

QUADE ＋ m 高槻市 高槻町９－１７ サービス JS-0004-1554

ヘアータイムジェム店 高槻市 高槻町９－１９　　 サービス ZN-0002-7200

優美美容室 高槻市 紺屋町７－１２　寺本ビル２Ｆ　　 サービス ZN-0003-0438

バーンハナスパ 高槻店 高槻市 紺屋町８－７　ワークホテル高槻１Ｆ サービス JS-0003-1231

Bodysh 高槻店 高槻市 紺屋町８－８　ミユキビル２Ｆ サービス JS-0003-4304

寿 1 丁目〔エルゼ〕 高槻市 寿町１－１３－１７　イスト寿１Ｆ サービス JS-0003-3934

DONNATAKATSUKI 高槻市 寿町１－３０－５　２Ｆ　　 サービス ZN-0002-9978

HAIR ATELIER Gg 高槻市 上田辺町４－２５ サービス JS-0003-6014

美容室レインボー 高槻市 上土室５－３２－１６　１Ｆ　 サービス SL-2000-5680

Hair Studio Real 高槻市 城南町１－６－４ サービス JS-0003-0226

abirth 高槻市 城北町１－３－３５　ＴＮビル１Ｆ サービス JS-0002-2174
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hair studio Xai 高槻市 城北町１－５－１２　カステロミューラー　 サービス ZN-0002-9991

Hair ＆ MakeLee 高槻店 高槻市 城北町２－１０－９　城北ビル１Ｆ　 サービス ZN-0003-0465

トーエイクリーニング 駅前店 高槻市 城北町２－１１－１７　ゼブラビル１Ｆ サービス JS-0005-0276

メンディングサービス 高槻店 高槻市 城北町２－１－１８　ミング阪急高槻２Ｆ サービス JS-0004-3208

Rea 高槻市 城北町２－１３－１３ サービス JS-0005-6265

HairSalonNatural．P 阪急 高槻市 城北町２－１４－２８　２Ｆ　　 サービス ZN-0003-0456

トーエイクリーニング 日吉台店 高槻市 真上町６－１３－３ サービス JS-0005-0275

JOY ／ BOX 上牧店 高槻市 神内２－２８－５６　 サービス SL-2000-8868

Natural．P 真上店 高槻市 西真上１－３６－３－２Ｂ　　 サービス ZN-2000-2630

かえる薬局 高槻市 川西町１－３１－１２ サービス JS-0002-1555

Alaiaolo 高槻市 大手町３－３　ハマジン１Ｆ サービス JS-0003-8581

寺田商会 高槻市 大畑町２５－１１ サービス JS-0004-1146

クリーンネット天神町 高槻市 天神町１－２－１３ サービス JS-0003-3954

ATELIER MIHO 高槻店 高槻市 天神町１－３－１７　シャルマンアイＡ１Ｆ サービス JS-0000-6822

美容室 ピュア・レッフェルン 高槻市 土室町３－５ サービス JS-0000-0641

ワイズオート 高槻市 唐崎北１－２６－４ サービス JS-0002-5321

BEAM ヘアサロン 高槻市 藤の里町１８－２０ サービス JS-0002-3685

felicita 高槻店 高槻市 藤の里町３－５　　 サービス ZN-0002-7221

ジラソーレ 高槻市 南大樋町１－１－１４２ サービス JS-0004-1130

total beauty Credo 高槻市 白梅町４－８　ジオタワー３Ｆ サービス ZN-0002-9971

BEE’Z NEU 高槻市 氷室町１－２０－４ サービス JS-0000-9234

ポポル・ヴー 高槻市 富田丘町５－８　　 サービス ZN-0002-9976

Natural．P 高槻市 富田丘町６－１４　山文ビルＦ　　 サービス ZN-2000-2696

ぷらす整骨院 摂津富田院 高槻市 富田町１－９－３　松尾ビル１Ｆ サービス JS-0004-7163

美容室ハーフタイム 高槻市 富田町１－９－３　松尾ビル２Ｆ サービス JS-0005-3513

ローゼ 高槻市 富田町３－３－１１　　 サービス ZN-2000-0565

メイクスカトレア 高槻市 富田町３－３－１３　２Ｆ　 サービス SL-2000-9491

ひだまり動物病院 高槻市 富田町３－８－４　サンウッドコート２－１１１ サービス JS-0001-0844

クリーンネット富田 5 丁目 高槻市 富田町５－１－１４　イーストウイング１Ｆ南側 サービス JS-0003-3949

Source － hairatelier －高 高槻市 北園町１４－１７　宏徳ビル１Ｆ　　 サービス ZN-2000-4546

サウンド J 阪急富田駅前店 高槻市 富田町１－１７－１３１　４Ｆ エンターテインメント JS-0003-4318

フィットネススタジオ スワン 高槻市 高槻町１１－１６　４Ｆ その他 JS-0003-9999

コスモス電化センター高槻店 高槻市 城南町３－１５－１　 その他 SL-2000-4430

総合ペットセレモニー 高槻会館 高槻市 西面北１－１－１ その他 JS-0000-2935

ファミリーペット あん 高槻市 川添２－１－３ その他 JS-0001-2838

壽酒造株式会社 高槻市 富田町３－２６－１２　 その他 SL-2000-2658

さくらファーマシー薬局 高槻市 北園町１６－１３　 その他 SL-2000-5984

焼鳥一品料理 薩摩 三島郡 島本町高浜３－１－２７　常井Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0004-9911

藤寿司 三島郡 島本町若山台２－６－２ 飲食店 JS-0002-9209

くるま館 BoomBoom 三島郡 島本町高浜２－１９－２８ ショッピング JS-0005-6427

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 SL-2000-8869

Hair’s Rosso 三島郡 島本町江川２－１３－１－１０７ サービス JS-0001-8235

アールドヴィーブル 三島郡 島本町水無瀬２－４－１　　 サービス ZN-2000-0755


