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［河内長野市／南河内郡／和泉市］

加盟店名 所在地 ジャンル

バイキング左近 河内長野店 河内長野市 高向８２１ 飲食店 JS-0002-3729

割烹 なか乃 河内長野市 三日市町２４３－１　ヤナセビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-6202

「喜鳥」 河内長野市 松ヶ丘東町１３０８－４ 飲食店 JS-0000-0202

夢一喜河内長野店 河内長野市 上原西町１３－６ 飲食店 JS-0005-1271

カフェレストラン ふたば 河内長野市 上原西町２２－１０ 飲食店 JS-0005-2109

Sonrisa cafe 河内長野市 西之山町４－２３　アルトリーベビル１０３ 飲食店 JS-0001-1491

cafe 花花 河内長野市 千代田南町１－１４　　 飲食店 PK-0000-6611

らくだ 河内長野市 千代田南町３－５ 飲食店 JS-0005-1920

おが多幸 河内長野市 千代田南町３－８　　 飲食店 PK-0000-6848

えむじぇい 河内長野市 大矢船中町３－１２ 飲食店 JS-0001-4277

米ぬか酵素 健康喫茶 河内長野市 大矢船北町７－１１　 飲食店 SL-2000-1424

T’sCoffee 河内長野市 南花台２－７－１　　 飲食店 PK-0000-5607

麺坊 蕎麦博 河内長野市 南貴望ヶ丘１－１９ 飲食店 JS-0004-9800

酒菜工房和 河内長野市 本町１０－１５　アダチビル１０１　 飲食店 PK-0000-0686

EDDIE 河内長野市 本町１１－２ 飲食店 JS-0002-0033

やきとりあっちゃん 河内長野市 本町２９－３１　vivi 本町１０１　 飲食店 ZN-0001-8127

焼肉 横綱 河内長野市 木戸３－４１－１５ 飲食店 JS-0000-9581

彦兵衛 匠 河内長野市 木戸西町１－１－１８ 飲食店 JS-0000-7069

ゆうちゃん牧場 河内長野市 木戸西町３－１２－８ 飲食店 JS-0000-7100

テニスコミュニケーション河内長野プロショ 河内長野市 加賀田３２３ ショッピング JS-0000-4164

MOCA 河内長野店 河内長野市 菊水町２－６　荒川菊水ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-4370

三日市 プラスメガネ 河内長野市 三日市町２４３－１ ショッピング JS-0000-7529

二木ゴルフ 河内長野店 河内長野市 市町７４１－１　 ショッピング AX-2000-0051

HEARTS 河内長野市 上原西町１３－３６ ショッピング JS-0005-1143

フラワーショップ七彩 河内長野市 上田町１６－１　　 ショッピング ZN-2000-3353

フラグシツプ イムタ 河内長野市 千代田南町１－６ ショッピング JS-0005-3787

［HC］でんきのライフネット南花台 河内長野市 南花台１－１６－４ ショッピング JS-0001-8809

ギャラリー 芭蕉 河内長野市 南花台１－３－１４ ショッピング JS-0001-8425

フローリスト・フラック 南花台店 河内長野市 南花台３－６－１０ ショッピング JS-0001-1318

heureuse（ウールーズ） 河内長野市 南花台３－６－１０　 ショッピング SL-2000-1921

クッキーハウス 河内長野市 南花台３－６－１０　コノミヤショッピングセンター１Ｆ ショッピング SL-2000-5461

プチプラ 5 河内長野市 楠町東１６４６－６　千寿ビル１０２ ショッピング JS-0000-7092

quartierlatin 河内長野市 本多町２－４５ ショッピング JS-0001-5826

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 JS-0005-4790

S・O・O 河内長野店 河内長野市 本町２４－１　ノバティながの　 ショッピング ZN-0002-4456

ジュエルフジミ ノバティながの店 河内長野市 本町２４－１　ノバティながの２Ｆ ショッピング JS-0001-6616

メガネの金剛 ノバティながの店 河内長野市 本町２４－１　ノバティながの３Ｆ ショッピング JS-0003-3381

リ・フィール河内長野 河内長野市 本町２４－１　ノバティながの３Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4457

バラエティ 101 ノバティながの店 河内長野市 本町２４－１　ノバティながの北館１Ｆ ショッピング JS-0000-4347

アビコレクション 河内長野市 本町２４－１　ノバティながの北館１Ｆ ショッピング JS-0005-8515

SHOP SMALL® Amex で 30％キャッシュバック

対象加盟店リスト



2 2020/8/4

［河内長野市／南河内郡／和泉市］

加盟店名 所在地 ジャンル

ホワイトパリ ながの 河内長野市 本町２４－１　ノバティながの北館２Ｆ　 ショッピング ZN-2000-3479

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 JS-0000-7632

フローリスト・フラック 河内長野店 河内長野市 本町２９－９ ショッピング JS-0001-1320

ACTWITH － BICYCLEandPIZZA － 河内長野市 本町５－１０　メルベーユ１Ａ　 ショッピング SL-2000-8899

フローリスト・フラック 千代田店 河内長野市 木戸西町２－１－２０　千代田ショッピングセンター内 ショッピング JS-0001-3867

スペースアーツ河内長野店 河内長野市 栄町１－２１　　 サービス ZN-0003-0377

Sorriso あまほり 河内長野市 喜多町１０９－２－１０２ サービス JS-0004-2567

Valerhair 河内長野市 喜多町１１１－１　　 サービス ZN-0002-7372

エール・ラヴィ 河内長野市 三日市町２１５－１　　 サービス ZN-0002-7172

A’zhairLAPAIX 河内長野市 三日市町３３－５　西浦ビル１Ｆ　 サービス ZN-0003-0383

ヤナセ薬局三日市駅前店 河内長野市 三日市町５６－１６　高岸ビル１Ｆ サービス JS-0004-3596

幸生堂薬局 汐の宮店 河内長野市 汐の宮町４－６ サービス JS-0002-2745

IRIE AUTO 河内長野市 寿町５－５９ サービス JS-0004-1722

りゅう鍼灸整骨院 河内長野店 河内長野市 松ヶ丘東町１３４６－１４ サービス JS-0004-7408

幸生堂薬局 滝谷店 河内長野市 松ヶ丘東町１８０５－１ サービス JS-0002-2717

幸生堂薬局 長野店 河内長野市 西代町１－２３ サービス JS-0002-2721

Cram 河内長野市 西代町３－２ サービス JS-0003-9224

tranq hair design 河内長野市 西代町３－３ サービス JS-0000-6882

RAHO-hair design 河内長野市 西之山町１０－２８　サンライズビル１０３　 サービス ZN-0002-7174

ネイル グログラン 河内長野市 西之山町１８－２６ サービス JS-0003-6353

Super Sonic 河内長野市 西之山町２０－１１　 サービス SL-2000-8614

キタバ 河内長野店 河内長野市 西之山町７－２ サービス JS-0001-3801

レイズヘアデザイン 河内長野市 石仏１１２２－１　さんさん三日市ビル１Ｆ サービス SL-2000-1541

ヤナセ薬局河内長野駅前店 河内長野市 長野町５－１－１０３ サービス JS-0004-3595

ヤナセ薬局南花台店 河内長野市 南花台１－１７－１１ サービス JS-0004-3594

hairsalonreir 河内長野市 南花台１－１－９　　 サービス ZN-0003-0389

ヘアーズアッシュ 河内長野市 楠町東１５８５－３　辻ビル１Ｆ サービス SL-2000-9344

Happish hair 河内長野市 本町１０－１２　坂上ビル１Ｆ サービス JS-0001-0393

hairINGS 河内長野市 本町１１－２５　　 サービス ZN-0002-7171

アポロ薬局 千代田店 河内長野市 木戸西町２－１－２３ サービス JS-0001-8805

Dear 河内長野市 野作町１４－１１　　 サービス ZN-0003-0385

Divers 河内長野市 野作町１４－１３ サービス JS-0003-5577

i・工房 河内長野市 楠町東１５８８－１　第一灰原ビル１Ｆ その他 SL-2000-2248

焼鳥屋 わいに 南河内郡 河南町一須賀４７７－１　 飲食店 SL-2000-7670

懐食 吉田 南河内郡 太子町太子７－５　ハイツセントエルモ２号 飲食店 JS-0000-1493

ベルプラス河南店 南河内郡 河南町中４１５　スーパーセンターオークワ河南店 ショッピング JS-0001-7076

カメラのナニワ 大阪芸術大学店 南河内郡 河南町東山４６９　大阪芸術大学総合体育館１Ｆ ショッピング AX-0000-0254

ワールド牧場 南河内郡 河南町白木１４５６－２ ショッピング JS-0005-7552

河内自動車工業 南河内郡 河南町山城５７９ サービス JS-0000-1325

ニコヘアーデザイン 南河内郡 河南町中４１５　スーパーセンターオークワ河南店内　 サービス ZN-0002-7374

Hill’scoffee 和泉市 いぶき野５－７－５ 飲食店 JS-0005-8795

中国菜館あんずの花 和泉市 いぶき野５－８－２ 飲食店 JS-0002-2347

萠えぎ 和泉市 のぞみ野１－１２－２５ 飲食店 JS-0000-6685

焼肉ホルモン Meets 和泉市 のぞみ野３－７９９－１３ 飲食店 JS-0001-6410
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焼肉 れん 和泉市 葛の葉町２－１－７ 飲食店 JS-0005-2975

イタリア料理 LACASA 和泉市 観音寺町６５６　グリーンビル２Ｆ－８　 飲食店 ZN-0001-8046

包丁一本 和泉市 桑原町２７９－２　第一泉洋ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-1196

焼肉処 わらび 和泉市 桑原町２７９－２　第一泉洋ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-3770

和牛亭 おかむら 和泉市 幸２－２－３９－１０３ 飲食店 JS-0001-8466

お好み焼　たなか 和泉市 寺田町１－３－４６　　 飲食店 PK-0000-6884

豊樂門 和泉市 室堂町２６７－１　　 飲食店 ZN-0001-8033

のらや和泉店 和泉市 室堂町５５－４ 飲食店 JS-0005-9933

昇輝 和泉市 室堂町７２６－１　進化第２０ビル１０２　 飲食店 ZN-0001-8078

焼肉 久蒔 和泉市 室堂町７２６－１６　進化第１４ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-0003

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 JS-0000-0039

遊食家 闌 和泉市 室堂町７２６－１６　進化第１５ビル１０１ 飲食店 JS-0000-4908

喜連園 和泉市 上町４３６－３８　　 飲食店 PK-0000-1059

鶏仙人 和泉市 太町１５８－１２ 飲食店 JS-0001-9901

Cafe ＆ Bar SanRemo 和泉市 池上町１－２－５－１ 飲食店 JS-0002-8835

隠れ家キッチン 和泉市 池田下町１６４－１ 飲食店 JS-0001-3695

たいたん 和泉市 池田下町１９０８－１　　 飲食店 ZN-0001-7993

鳥あみ焼彩 和泉市 池田下町２０１－２　　 飲食店 PK-0000-1124

ごちそう村 和泉中央店 和泉市 池田下町２１５－１ 飲食店 JS-0003-0467

居酒屋 かさやん 和泉市 唐国町１－９－４０ 飲食店 JS-0005-0518

飯酒家 柚多香 和泉市 唐国町１－９－５７ 飲食店 JS-0000-5780

桃牛苑 和泉市 唐国町２－５－１１ 飲食店 JS-0003-9304

和菜工房こうりん 和泉市 内田町２－１－８　１Ｆ 飲食店 JS-0001-8302

キッチンびせり 和泉市 納花町２８４－２　　 飲食店 PK-0000-6093

神戸唐唐亭 和泉店 和泉市 富秋町２－１０－６ 飲食店 JS-0002-7767

牛屋 3 ちゃん 和泉市 府中町１－１０－３　　 飲食店 ZN-0001-8042

焼肉さつまや 和泉市 府中町１－２２－１６ 飲食店 JS-0003-0852

FULLHOUSE 和泉市 府中町１－３－１７ 飲食店 JS-0002-5259

紀州備長炭焼鳥 ほうせん 和泉市 府中町１－３－１８ 飲食店 JS-0003-4146

居笑屋 天国 和泉府中店 和泉市 府中町１－５－１１　　 飲食店 ZN-0001-7952

鉄鍋居酒屋＆バル バルやん鶏 和泉市 府中町１－６－１５ 飲食店 JS-0005-5111

た藁や和泉府中店 和泉市 府中町１－６－１９　　 飲食店 ZN-2000-6526

府中酒場ぐでんぐでん 和泉市 府中町１－８－３　　 飲食店 ZN-0001-8043

遊食彩宴居酒屋 Jambo 家 和泉市 府中町４－１６－１０　２Ｆ 飲食店 SL-2000-3156

Restaurantencachette 和泉市 伏屋町３－２２－５０　進化第１８ビル２０１ 飲食店 JS-0001-4901

キッチンバル ソリーゾ 和泉市 伏屋町３－２３－１　進化第６ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-7279

沢庵 和泉市 伏屋町５－２－１９　　 飲食店 ZN-0001-7986

にくみつ 和泉市 箕形町１－６－２０ 飲食店 JS-0003-0302

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 JS-0003-1477

モトパーク 和泉市 いぶき野２－９－２ ショッピング JS-0005-8285

ツーバイ・フォ 和泉市 いぶき野４－５　エコールいずみ北館２Ｆ ショッピング JS-0000-2208

キングラム 和泉中央店 和泉市 いぶき野５－６－１７ ショッピング JS-0003-4732

marietfemmecoco 和泉市 のぞみ野１－２－４１　イチクラビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0003-1535

おーとらんど和泉中央 和泉市 浦田町２４２－１ ショッピング JS-0002-2084
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ネオ・テニスプラザ 和泉 和泉市 浦田町７５５－３ ショッピング JS-0000-4170

つりどうぐ一休 葛の葉店 和泉市 葛の葉町１－１４－１７ ショッピング JS-0003-5321

トレンド書店 26 号線葛の葉店 和泉市 葛の葉町１－１４－３８ ショッピング JS-0000-5354

ティ・ロード本店 和泉市 葛の葉町１－１４－７　　 ショッピング ZN-0002-4446

Best Collection 和泉市 光明台１－３６－１ ショッピング JS-0002-1663

クリーニングのライフ　光明台店 和泉市 光明台３－２－１０１－１０８　　 ショッピング PK-0000-8177

Orange 和泉市 室堂町８２４－３６　コムボックス２Ｆ ショッピング JS-0000-3028

FAN 和泉市 池田下町１６１－１　 ショッピング SL-2000-1340

（株）家具の西口木工 和泉市 池田下町２８８９－１　 ショッピング SL-2000-3329

ふしぎや 和泉市 唐国町１－７－３４　 ショッピング SL-2000-5747

（株）オクカメラ イオン和泉府中店 和泉市 肥子町２－２－１　和泉府中サティ店内１Ｆ ショッピング JS-0000-3895

パール・テニススクウェア プロショップ 和泉市 肥子町２－７－２ ショッピング JS-0000-4011

軽四市場 和泉市 富秋町３－３－７ ショッピング JS-0003-5008

マルゼン楽器店 本店 和泉市 府中町１－２－１６ ショッピング JS-0004-9458

はんこ屋さん 21 和泉府中店 和泉市 府中町１－４－７　　 ショッピング ZN-0002-5354

めがねのフォルテ 和泉市 伏屋町３－５－４０　進化第一ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-8787

Droguerie 和泉市 箕形町１－１－１６ ショッピング JS-0000-1698

カーショップコスモロード株式会社 和泉市 和田町２５２－１ ショッピング SL-2000-0982

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　　 サービス ZN-0002-9940

（株）STUDIO ARC いずみ中央店 和泉市 いぶき野５－１－２　pivo 和泉中央２Ｆ サービス JS-0000-5187

LORAN by mahae 和泉市 のぞみ野１－１１－１９ サービス JS-0003-0525

トロイカ整骨院 和泉市 のぞみ野３－１３－３４ サービス JS-0002-8422

hair design Flech． 和泉市 のぞみ野３－７７８－８３ サービス JS-0000-9326

GRACE 和泉市 はつが野１－４４－２ サービス JS-0000-5073

青葉はつが野 動物病院 和泉市 はつが野１－４４－９ サービス JS-0000-4352

hair make anjii 和泉市 阪本町２２３－４ サービス JS-0005-0160

なかつじ鍼灸整骨院 和泉市 寺田町２－２－１２ サービス JS-0004-4256

hairsalon Kukka 和泉市 寺田町３－２－１１－１０１ サービス JS-0001-0665

オートショップ ZERO 和泉市 室堂町３４１－５ サービス JS-0003-8152

ビヨウシツ トリコ 和泉市 室堂町４７９－１　 サービス SL-2001-0121

Liv hair 和泉市 室堂町７２６－１　進化第２０ビル１０６ サービス JS-0003-1552

戎薬局 北信太店 和泉市 上町６６１－１ サービス JS-0003-8140

森内自動車工業 和泉市 池田下町１２３－１ サービス JS-0005-5817

maslow 和泉市 鶴山台１－１２－２ サービス JS-0004-0879

ニコニコレンタカー 和泉中央店 和泉市 唐国町１－１８－３４ サービス JS-0003-3305

トータルフオトスタジオ ウイン 和泉市 内田町１－６－３５ サービス JS-0004-9206

ヴァレリーココ 和泉市 内田町１－８－５４ サービス JS-0001-1892

フェイバリット 和泉市 伯太町１－１２－１１ サービス JS-0001-8448

くずのは動物病院 和泉市 尾井町１－１－３１ サービス JS-0005-9475

hair ＆ spa Lene 和泉市 府中町１－２０－１　フチュール和泉１０１ サービス JS-0003-5559

Canamo 和泉市 府中町１－２１－２９ サービス JS-0004-3319

hair make cor 和泉市 府中町１－２－７ サービス JS-0002-4254

igloo 和泉市 府中町４－２１－１８　 サービス SL-2000-9274

Briller 和泉市 伏屋町２－３－３５　進化第１７ビル１０７ サービス JS-0003-9237



5 2020/8/4

［河内長野市／南河内郡／和泉市］

加盟店名 所在地 ジャンル

亜耶自動車 和泉市 福瀬町２６２－６ サービス JS-0004-0242

Try Dream 和泉市 平井町３０６－４ サービス JS-0005-5309

ミントペットクリニック 和泉市 北田中町４３－５ サービス JS-0000-5927

MAHALO HAIR SALON 和泉市 万町５７ サービス JS-0001-9897

INOD’S Hair Shop 和泉市 箕形町３－６－５ サービス JS-0001-1171

なかむら鍼灸接骨院 和泉市 和田町２２０－１ サービス JS-0001-8771

弥生の里温泉 和泉市 池上町１－６９６－１ その他 JS-0003-7349

大阪ギャラリー 陶庵 和泉市 伏屋町３－１９－６　 その他 SL-2000-6363

グリーンステージ泉州 和泉市 箕形町５－７－１３ その他 JS-0004-1034

グリーンステージ泉州 和泉市 箕形町５－７－１３ その他 JS-0005-8511

ドッグサロン MoMo 和泉市 和気町１－２７ その他 JS-0000-2285


