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加盟店名 所在地 ジャンル

すし竜 高石市 綾園１－１４－７ 飲食店 JS-0002-5422

焼肉酒場 居心家 高石市 綾園１－３－１ 飲食店 JS-0004-1085

黒毛和牛梅乃里 高石市 綾園１－４－４３　　 飲食店 ZN-0001-4568

BAR OLIORI 高石市 綾園１－６－１８ 飲食店 JS-0001-5269

花れんこん 高石市 綾園１－６－８ 飲食店 JS-0002-6540

花れんこん 高石市 綾園１－６－８ 飲食店 JS-0005-7780

いさりび 高石店 高石市 綾園１－９－１　アプラ高石１１５ 飲食店 JS-0000-7326

新味新鮮 ととや 高石市 綾園２－７－７ 飲食店 JS-0005-6505

かっぽう美坂 高石市 綾園５－７－５７　千萩マンションＢ－１０２　 飲食店 ZN-2000-4630

楽庵 高石市 羽衣１－１４－２３ 飲食店 JS-0001-0165

義経羽衣店 高石市 羽衣１－６－１　ルネ羽衣２８　　 飲食店 ZN-0001-8050

d’or 高石市 羽衣１－６－１－２６　ルネ羽衣１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8051

ばーる ばなーれ 高石市 羽衣１－６－３３　ルネ羽衣１Ｆ 飲食店 JS-0001-1979

鉄板焼専門のお店 脇田 高石市 加茂４－５－６　　 飲食店 ZN-0001-7946

夢一喜 羽衣店 高石市 高師浜２－７－１５ 飲食店 JS-0002-9120

ASA インドレストレント＆バール 高石市 取石２－１３－１２　　 飲食店 ZN-0001-7948

海鮮工房中川 高石市 西取石３－９－１６　　 飲食店 ZN-0001-8012

ごちそう村 高石店 高石市 西取石５－１１－３ 飲食店 JS-0004-4927

力士料理天頼山 1 高石市 西取石６－６－７１　　 飲食店 PK-0000-4259

はぐれ雲 高石市 千代田１－１０－３０ 飲食店 JS-0005-1502

大津屋 高石店 高石市 千代田３－２－１ 飲食店 JS-0001-5896

うまいもん家   蛮図 高石市 千代田５－２０－３　北助松駅前ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-0524

旬食酒家 キッチンハート 高石市 東羽衣３－１５－２ 飲食店 JS-0005-7437

いち輪 羽衣店 高石市 東羽衣３－１５－２　7010 BLDG ２Ｆ 飲食店 JS-0003-1249

鶏酒家チキンハート 高石市 東羽衣３－１５－２－２Ｆ 飲食店 JS-0005-6020

croquette 高石市 東羽衣３－２－１７ 飲食店 JS-0004-2522

割烹お惣菜ととや 高石市 綾園１－１－５　延命産業ビル１Ｆ ショッピング JS-0005-4654

クリーニングハミング綾園 高石市 綾園１－４－４０　　 ショッピング PK-0000-4655

ととや みつほ 高石市 綾園２－７－７ ショッピング JS-0003-0023

エンジェル薬局 高石市 羽衣１－１０－１４　　 ショッピング ZN-0003-1462

つぼ市製茶本舗本店 高石市 高師浜１－１４－１８　　 ショッピング ZN-0002-6914

テニストピア 高石市 西取石３－２３－１８　 ショッピング SL-2000-4818

はんこ屋さん 21 高石店 高石市 千代田１－１－１５　　 ショッピング ZN-0002-5355

米紀行はたやす 高石市 千代田１－２４－１１ ショッピング JS-0005-3448

jolie fille 高石市 綾園１－１－２１　ライブラリー高石 サービス JS-0004-6364

ELNIDO 高石市 羽衣２－３－２３　今重ビル１Ｆ　 サービス ZN-0003-0374

bague hair 高石市 高師浜２－１０－２４ サービス JS-0000-8540

Fran 高石市 高師浜４－５－１４ サービス JS-0003-9367

BARBERISHIDA 高石市 取石１－１３－２８　　 サービス PK-0000-5398

昌和レンタリース 高石市 取石７－４－３ サービス JS-0003-7177
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美容室 いろは 高石市 東羽衣３－７－１２　アサイハイツ１Ｆ－１０３ サービス JS-0003-9893

人情酒場 えん 泉大津市 旭町１６－４　ブランミュールＩＭＡＩ１Ｆ 飲食店 JS-0001-1076

Cafedetoi 泉大津市 旭町２２－５５　ベルシャンブル１Ｆ 飲食店 JS-0002-4511

焼肉とっちゃん 泉大津店 泉大津市 我孫子１１５－１ 飲食店 JS-0001-5558

沖寿司 泉大津市 我孫子１－２－４７　ホワイトビル　 飲食店 ZN-0001-8030

季節料理 よこ山 泉大津市 穴田５６－２ 飲食店 JS-0000-5125

ほっこり酒場 らん 泉大津市 若宮町１－１２　ジョリエビル１０２ 飲食店 JS-0003-7717

カフェレストラン チェック 泉大津市 戎町３－２５ 飲食店 JS-0005-4432

花いち 泉大津市 助松町１－３－１９ 飲食店 JS-0003-0755

串かつしんや 泉大津市 昭和町１０－１７　　 飲食店 ZN-0001-8035

大津屋 泉大津店 泉大津市 松之浜町２－５－１２ 飲食店 JS-0001-5949

庄ちゃん寿司 泉大津市 松之浜町２－５－１４ 飲食店 JS-0002-3853

酒場ダイニング しん 泉大津市 松之浜町２－５－２２ 飲食店 JS-0004-7340

大衆居酒屋 SAKICHI 泉大津市 菅原町２－２７ 飲食店 JS-0001-2350

やきとり大吉泉大津アルガ通り店 泉大津市 池浦町１－２－２４　　 飲食店 ZN-0001-4696

錦わらい 泉大津南店 泉大津市 虫取町１－４－３０　　 飲食店 ZN-0001-7972

フジタカナスビ 泉大津市 虫取町１－５　くすの木団地１－１０５ 飲食店 JS-0000-8212

鉄板ばる Furufuru 食堂 泉大津市 田中町２－１５ 飲食店 JS-0003-6220

一品料理酒房枡 泉大津市 田中町３－３　　 飲食店 ZN-2000-4017

季節料理味彩 泉大津市 東雲町１－２０　　 飲食店 ZN-0001-8080

中華居酒屋龍芳 泉大津市 東雲町６－４８　　 飲食店 ZN-2000-2714

鳥よし 泉大津市 東助松町４－３－２８－１ 飲食店 JS-0000-6312

八仙楼 泉大津市 東豊中町３－１－１５　２Ｆ 飲食店 JS-0000-1967

ニュージョイブル 泉大津市 東豊中町３－１－１５　７Ｆ 飲食店 JS-0000-1969

うお健 中店 泉大津市 東豊中町３－１－１５　うお健ごちそう村３Ｆ 飲食店 JS-0000-1952

株式会社オクカメラ いずみおおつシティ店 泉大津市 旭町１８－３ ショッピング JS-0001-6997

リ・フィール 泉大津市 旭町１８－３　いずみおおつシティ２Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4451

Amour 泉大津市 旭町２０－１　アルザタウン２Ｆ ショッピング JS-0001-6353

ジュエルフジミ 泉大津店 泉大津市 旭町２０－１　アルザタウン２Ｆ ショッピング JS-0001-7381

バラエティ 101 泉大津店 泉大津市 旭町２０－１　アルザタウン２Ｆ ショッピング JS-0003-4226

1star 泉大津店 泉大津市 我孫子１２９－１　２Ｆ ショッピング JS-0002-3769

エムズ 泉大津市 戎町６－１９ ショッピング JS-0000-0260

リサイクルマート 泉大津店 泉大津市 助松町３－１－３４ ショッピング JS-0003-4365

GLASSY surf shop 泉大津市 曽根町２－１－１１ ショッピング SL-2000-1596

スポーツサクライ 本店 泉大津市 曽根町３－９－４０ ショッピング JS-0000-7816

ジュエルフジミ 泉大津市 田中町５－１５ ショッピング JS-0002-2342

You たるい専門店 泉大津市 田中町９－２１ ショッピング JS-0001-8043

ケーキファクトリーノア 泉大津市 東助松町２－９－１　 ショッピング SL-2000-9871

染織館 さか吉 泉大津市 東助松町４－１－９ ショッピング JS-0003-5318

くれーる 和泉府中店 泉大津市 東豊中町１－８－１０　　 ショッピング ZN-0002-6292

くれーる和泉府中店 泉大津市 東豊中町１－８－１０　　 ショッピング ZN-0002-6898

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 JS-0004-4682

前田酒店 泉大津市 二田町２－３－１３　　 ショッピング ZN-0002-6602

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 ZN-2000-6261
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プチ スリジエ 泉大津市 旭町２１－１５ サービス JS-0002-3771

aire 泉大津市 旭町２２－４９　グランドシャンブル１Ｆ　 サービス ZN-0002-9946

つばさ鍼灸整骨院 泉大津市 旭町２２－５５ サービス JS-0003-3480

BeautyVenus 泉大津市 旭町２２－６７　マヒナイズミ１Ｆ　 サービス ZN-0002-4950

Lief hair 泉大津市 河原町１－１－１０４ サービス JS-0000-3385

オートライフ・ジャンプ 泉大津市 我孫子１－１０－１７ サービス JS-0005-1854

HAIRSRIPEAR 泉大津市 我孫子４０９－１５　　 サービス ZN-0002-9948

haku 泉大津市 我孫子４０９－３ サービス JS-0003-3240

Car Station カワカミ 泉大津市 池浦町４－８－１６ サービス JS-0003-0439

フワハウス 泉大津市 田中町３－１９　雅苑ビル２Ｆ　　 サービス ZN-0002-4951

FACE 泉大津市 東豊中町１－６－２２ サービス JS-0002-8173

Shine stage alice 泉大津市 二田町１－１３－７ サービス JS-0002-7705

泉大津 太郎寿司 泉大津市 田中町１１ー１１　 その他 SL-2000-3138

（株）オクカメラ 忠岡本店 泉北郡 忠岡町忠岡南１－３－１２ ショッピング JS-0000-3914

アンジェリカ 泉北郡 忠岡町忠岡北２－６－５３ ショッピング JS-0000-7255

株式会社溝上 泉北郡 忠岡町北出２－２０－１ ショッピング JS-0001-5891

nine 泉北郡 忠岡町忠岡東１－２０－２５ ２Ｆ サービス JS-0004-1865


