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加盟店名 所在地 ジャンル

夢一喜 貝塚本店 貝塚市 加神１－７－８ 飲食店 JS-0005-1371

日本料理 花祥 貝塚市 近木９７５－１７ 飲食店 JS-0000-5922

あじと 貝塚市 近木９８４ 飲食店 JS-0002-5433

イタリアンクロス 貝塚市 三ツ松１７６５　　 飲食店 ZN-2000-5062

どっと家 貝塚市 石才５３０－９ 飲食店 JS-0004-1249

よさこい 貝塚市 津田北町９－２２　　 飲食店 ZN-0001-7976

ステーキダイニング サンシャイン 貝塚店 貝塚市 畠中２－２２－３ 飲食店 JS-0000-2926

和幸寿司 貝塚市 麻生中８１８－２４ 飲食店 JS-0001-9122

和幸寿司 貝塚市 麻生中８１８－２４ 飲食店 JS-0005-2469

四季食彩  ichi’s 貝塚市 脇浜１－１－１１　リノン脇浜１０１　 飲食店 SL-2000-1588

割烹屋ゆず 貝塚市 脇浜４－４－６　　 飲食店 ZN-0001-7937

うな壱 貝塚市 脇濱９２４－１４　　 飲食店 ZN-0001-7992

GFC 香港スタイル飲茶レストラン貝塚店 貝塚市 澤１５６ 飲食店 JS-0004-2345

焼肉松ちゃん 貝塚市 澤６４５－４　　 飲食店 ZN-2000-3755

貝塚書店 貝塚市 王子７６７ ショッピング JS-0002-9651

デムラヤ 貝塚市 加神１－３－２３ ショッピング JS-0005-4033

新フジミデンキ 貝塚市 橋本３０８－１ ショッピング JS-0000-3846

アムール 貝塚市 近木１４４７　シェルピアドゥ２Ｆ ショッピング JS-0001-2903

ファミリーファッション兵八 貝塚市 水間５８０ ショッピング SL-2000-4814

カイヅカ衣料 貝塚市 中９３１－１ ショッピング JS-0004-6998

水なす工房 よさこい 貝塚市 津田北町９－２２ ショッピング JS-0003-3841

インテリアオプション館プレセラ 貝塚市 堤４２８－１　 ショッピング SL-2000-6500

YOU SHOP クラタ 貝塚市 畠中２－１４－８ ショッピング JS-0000-3520

タック 貝塚市 脇浜１－１４－２１　　 ショッピング ZN-0002-6518

Libra hair spa 貝塚店 貝塚市 海塚１６５－１　エヌズビル１Ｆ　 サービス SL-2000-1263

アンズ グラッド 貝塚市 久保５０ サービス SL-2000-8925

諏訪美容室 貝塚店 貝塚市 近木町４－１　２Ｆ サービス JS-0005-2337

激安ドットレンタカー 貝塚駅前店 貝塚市 近木町８－１１ サービス JS-0001-7170

昌和レンタリース 貝塚営業所 貝塚市 小瀬１－２８－１０ サービス JS-0003-7178

オレンジ薬局 貝塚店 貝塚市 堀３－２－１１ サービス JS-0003-2885

La’casa 貝塚市 麻生中１０７３－４　　 サービス ZN-0003-1181

クローバー動物病院 貝塚市 澤１５６－５ サービス JS-0001-3895

アーリア 二色ノ浜店 貝塚市 澤６７６－１ サービス JS-0004-5881

ふぐ政 岸和田市 磯上町１－１－４ 飲食店 JS-0000-3717

心鮮 岸和田市 磯上町４－７－３５ 飲食店 JS-0003-2455

みらいや 岸和田市 下松町１－１７－１０－１０２ 飲食店 SL-2000-4631

とりひめ岸和田 岸和田市 下松町１－３－４　ウインディ岸和田内　 飲食店 ZN-0001-8090

焼肉とっちゃん 岸和田市 下松町１－８－４５ 飲食店 JS-0000-8292

あぶり焼きダイニングわさび 岸和田市 下松町５０７８　　 飲食店 ZN-0001-8085

鳥やん鶏 岸和田店 岸和田市 下松町５０７９ 飲食店 JS-0002-6269

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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西岡利英 岸和田市 加守町１ー２ー１２ 飲食店 SL-2000-5207

花鮨 岸和田市 加守町１－１９－７ 飲食店 JS-0003-9306

旬の蔵 八 岸和田市 宮本町１４－３ 飲食店 JS-0004-8273

ちゃっちゃ 岸和田市 宮本町１５－９ 飲食店 JS-0001-2927

利休 岸和田駅前店 岸和田市 宮本町２－１ 飲食店 JS-0005-9471

コーヒーハウス 波 岸和田市 宮本町２７－１　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0005-6416

dining hati 8 岸和田市 宮本町２９－１５ 飲食店 JS-0002-3744

浜焼太郎 岸和田店 岸和田市 宮本町５－１ 飲食店 JS-0002-8763

Gee 岸和田市 筋海町５－３－１０１　星和ゴールドビル　 飲食店 ZN-2000-4613

懐食ふじたやはなれ 岸和田市 筋海町８－９ 飲食店 JS-0001-5671

縁たく家 岸和田市 五軒屋町１－１　　 飲食店 ZN-0001-8082

VinVinVin 岸和田市 五軒屋町１３－１６ 飲食店 JS-0003-3740

すいか 岸和田市 五軒屋町１７－１０ 飲食店 JS-0001-1750

kappou hiroshi 岸和田市 五軒屋町２４－２１ 飲食店 JS-0001-7876

浪切ダイニング 和食や 庄八 岸和田市 港緑町１－１ 飲食店 AL-0000-0254

博多もつ鍋 楽 岸和田店 岸和田市 荒木町１－６－３２　幸栄ビル１－Ａ 飲食店 JS-0004-2299

鶴橋風月荒木店 岸和田市 荒木町２－１９－１０　　 飲食店 ZN-0001-8086

原価居酒屋 傾奇 岸和田市 荒木町２－１９－８ 飲食店 JS-0004-3191

ダイニング＆バー ふぃをーれ 岸和田市 堺町２－１２　プレステージフジ１Ｆ 飲食店 JS-0000-6145

株式会社千亀利寿司 岸和田市 堺町７－１０ 飲食店 SL-2000-0859

HB 岸和田市 作才町１１３－１　ダイワビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1898

焼肉 仁川 岸和田市 三田町７９３ 飲食店 JS-0004-2727

焼肉 膳 岸和田市 三田町８０２－１ 飲食店 JS-0001-3009

春木食堂 岸和田市 春木旭町１９－１７ 飲食店 JS-0003-3322

ニュータコイチ 岸和田市 春木旭町７－１１ 飲食店 JS-0005-4359

楽酒家 岸和田市 春木宮川町１－２　　 飲食店 PK-0000-6670

タベルナ 岸和田市 春木若松町１３－６ 飲食店 JS-0005-5430

マルタカ 岸和田市 春木若松町１３－６ 飲食店 JS-0005-7070

ますや焼肉店 岸和田市 春木若松町７－３６ 飲食店 SL-2000-1848

八角 岸和田店 岸和田市 小松里町２１０３　　 飲食店 ZN-0001-7959

焼肉ホルモン正 岸和田市 小松里町２１１６　シャトレー小松里１Ｆ 飲食店 JS-0003-2539

あすか 岸和田市 沼町１１－７ 飲食店 SL-2000-6598

LocaBran ～ロカブラン～ 岸和田市 上松町３０４６ 飲食店 JS-0005-2021

舌好鳥 岸和田市 上野町東１０－４５　平松物産ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-0255

DARLING 岸和田市 上野町東２９－６　メロディー岸和田２０５　 飲食店 ZN-2000-1540

居心ち家 岸和田市 西之内町１０－４３ 飲食店 JS-0001-8095

串どころ 串芳 岸和田市 西之内町２７－３－１０３ 飲食店 JS-0003-0926

グルメリア六甲 岸和田市 西之内町６４－２　　 飲食店 ZN-2000-7436

ダイニングキッチン＆バー ハバナ 岸和田市 大町１－１１－２５ 飲食店 JS-0004-6287

居酒屋 おかめ 岸和田市 大町４０２ 飲食店 JS-0000-0634

トラットリア ソグノ 岸和田市 田治米町３５１－３ 飲食店 JS-0000-0867

四季彩 空 岸和田市 田治米町６２－１ 飲食店 JS-0003-1664

わっ花 岸和田市 土生町２－３０－１２　泉洋ビル１０６　 飲食店 PK-0000-6857

しずく 岸和田市 土生町２－３０－４７　フジコービル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-8037
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寿し英 岸和田市 土生町２－３０－４９ 飲食店 JS-0004-8679

ぢどり亭 東岸和田店 岸和田市 土生町２－３１－１０ 飲食店 JS-0004-9810

かし和屋 岸和田市 土生町２－９－１０　　 飲食店 ZN-0001-8038

楽食ダイニング Jun 屋 岸和田市 土生町３－１４－１５ 飲食店 JS-0001-2758

七輪焼鳥やどりぎ 岸和田市 土生町３－３－１０　亀屋第３ビル１０２　 飲食店 ZN-0001-4636

ニュータコイチ 東岸和田店 岸和田市 土生町４－１－１ 飲食店 JS-0005-4341

IndianRestaurantSang 岸和田市 土生町４－３－１　　 飲食店 ZN-0001-7375

DiningKitchenBIRIKEN 岸和田市 土生町５－２－４ 飲食店 JS-0003-6821

創作ダイニング 啓 岸和田市 藤井町１－１４－３２ 飲食店 JS-0003-4412

せんげ 岸和田市 藤井町１－１４－３６ 飲食店 JS-0000-0261

海鮮・本格炭火串焼き ぜん 岸和田市 八阪町２－１０－６　　 飲食店 ZN-0001-7984

ステーキハウス ボンヌール 岸和田市 八阪町３－１９－１０ 飲食店 JS-0002-9809

隠れ家ひろとも 岸和田市 別所町１－１４－１２ 飲食店 JS-0004-9283

和食や庄八 岸和田市 包近町７４８－１ 飲食店 AD-0000-0574

地どり炭火焼 翔鳥 岸和田市 野田町３－４－９　Do ビル１０３ 飲食店 JS-0004-9905

株式会社ねごろ 岸和田市 加守町３－５－２１ ショッピング JS-0003-8031

シャルパンティエ マツイ 岸和田市 額原町２２３－１ ショッピング JS-0004-3794

株式会社とめ河 岸和田市 吉井町３－１６－２２ ショッピング JS-0003-9459

ブティック えいきゅう 岸和田市 宮本町２－１０ ショッピング JS-0000-7410

Colors（カラーズ） 岸和田市 宮本町３－２　 ショッピング SL-2000-0946

ウクレレ専門店ウクレレショップ オハナ 岸和田市 宮本町５－６　１Ｆ ショッピング JS-0003-9764

花とおじさん 岸和田市 春木旭町１１－１６　　 ショッピング ZN-0002-5574

さわ花店 岸和田市 春木若松町１－３１　 ショッピング SL-2000-4367

ブティック K 岸和田市 春木若松町１９－２２　片山ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4449

マジェスタ 岸和田市 春木若松町２１－１　ラパーク岸和田１Ｆ ショッピング JS-0001-9269

バラエティ 101 岸和田店 岸和田市 春木若松町２１－１　ラパーク岸和田１Ｆ ショッピング JS-0002-7923

たから弥 岸和田店 岸和田市 春木若松町２１－１　ラパーク岸和田１Ｆ ショッピング JS-0004-4425

ミートワールド ます田 岸和田市 春木若松町２１－１　ラパ－ク岸和田１Ｆ ショッピング SL-2000-2748

M’sstyle 岸和田市 春木若松町２１－１　ラパ－ク岸和田１Ｆ　 ショッピング PK-0000-0859

株式会社河合 岸和田市 上町１－９ ショッピング JS-0003-4527

花むすび 岸和田市 上野町東１０－４６ ショッピング JS-0000-0216

大悦 岸和田店 岸和田市 西之内町２－８ ショッピング JS-0004-0076

Berry ＊ 岸和田市 西之内町４４－４４ ショッピング JS-0000-2163

菓子工房 T．YOKOGAWA 岸和田店 岸和田市 西之内町５－７ ショッピング JS-0003-1222

インセンス 岸和田市 大町１－１０－１２　ヴィラージュ楠本　 ショッピング SL-2000-2291

弁当 ごち 岸和田市 中井町１－４－６ ショッピング JS-0005-1839

レストラン ごち 岸和田市 中井町１－４－６ ショッピング JS-0005-1841

ラバーソウル 岸和田市 中井町２－８－１０ ショッピング JS-0000-2406

有限会社単車屋吉田 岸和田市 土生滝町１５２０－１ ショッピング JS-0003-4870

メガネのフクダ トークタウン店 岸和田市 土生町２－３２－６　トークタウン１Ｆ ショッピング JS-0005-7820

赤松商事（株） 岸和田市 土生町３－１３－１３　泉州卸売商業団地 ショッピング JS-0005-2588

パッケージプラザマルセイ 2 号店 岸和田市 土生町３－４－１ ショッピング JS-0005-4858

パッケージプラザマルセイ 1 号店 岸和田市 土生町３－５－７ ショッピング JS-0005-4859

アート・まるいち 岸和田市 土生町３－９－１０ ショッピング JS-0005-3921
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泉州メガネ卸 岸和田市 土生町３－９－９ ショッピング SL-2000-6152

めがね堂 本店 岸和田市 八阪町１－２－８ ショッピング SL-2000-7978

おとま屋 岸和田市 並松町１２－６　 ショッピング SL-2000-7371

TheMagicNumber 岸和田市 北町４－１５　２Ｆ　　 ショッピング ZN-0002-2334

ANYPLACE 岸和田市 北町９－１６ ショッピング SL-2000-9299

服部商店 岸和田市 木材町１６－１　　 ショッピング PK-0000-0288

E － UP by boss 岸和田市 磯上町３－２３－５　 サービス SL-2000-0921

Kind Auto 岸和田市 河合町８５０ サービス JS-0004-2307

HAIR MEISTER S．A．C． 岸和田市 作才町１１５７　ニッソウビル１０１ サービス JS-0001-6460

LimAnela 岸和田市 三田町１６０－９ サービス JS-0003-7585

むかしむかしあるところに 岸和田市 三田町１８０２ サービス JS-0004-1614

Trefle 岸和田市 春木旭町５－１８　　 サービス ZN-0003-0347

Top Hair SEVEN 岸和田市 春木旭町５－３０　北ビル１Ｆ サービス JS-0000-2572

G 鍼灸整骨院 岸和田市 春木若松町２１－１ サービス JS-0002-0148

ESTHE DE EMBELLIR 岸和田市 春木若松町５－９－１０１ サービス JS-0004-0773

山本杏鹿堂薬局 岸和田市 小松里町１２０４－６ サービス JS-0001-5248

HAIR studio 716 岸和田市 小松里町９４０－５ サービス JS-0004-3509

きぼう薬局 岸和田駅前店 岸和田市 沼町１－１　かねげんビル１Ｆ サービス JS-0001-3563

諏訪美容室 和泉大宮店 岸和田市 上野町東１０－１０ サービス JS-0005-2343

いしづか動物病院 リハビリ検査センター 岸和田市 西之内町１０－４４ サービス JS-0001-0794

ヘアーサロン うぇる 岸和田市 西之内町２－２７ サービス JS-0000-6572

glory 岸和田市 大町１－９－１ サービス JS-0004-2717

レントオール岸和田 岸和田市 大北町１－３　兼杉ビル１Ｆ サービス JS-0001-0780

Frame Nails 岸和田市 土生町１２４５－１　 サービス SL-2000-1407

Nuugy 岸和田市 土生町１４７３－５ サービス JS-0001-1975

Trefle 東岸和田店 岸和田市 土生町２－２２－８　 サービス SL-2000-0570

hair panic achieve 岸和田市 土生町２－２７－５６ サービス JS-0000-0299

M － style 岸和田市 土生町２２７７　　 サービス ZN-0003-0362

a la mode 岸和田市 土生町２２８９－１ サービス JS-0003-8186

東岸和田動物病院 岸和田市 土生町２－３０－１５ サービス JS-0005-6721

Win 鍼灸整骨院 岸和田市 土生町２－３１－２５ サービス JS-0002-0147

smooth 岸和田市 土生町２－９－１０－２０１　　 サービス ZN-0002-4990

キタバ薬局 東岸和田店 岸和田市 土生町４－３－１　リハーブ東岸和田メディカルモール２Ｆ サービス JS-0002-6282

miruhouse 岸和田市 土生町４－６－２１　奥野ビル３Ｆ　 サービス ZN-0002-9951

いしづか動物病院 岸和田市 藤井町１－１２－１３ サービス JS-0000-1732

こひつじ整骨院 岸和田市 藤井町１－１７－１８－１０２ サービス JS-0005-0326

藤本自動車工業 岸和田市 内畑町１０１８－５ サービス JS-0005-9550

Hair saloon MoKa 岸和田市 八阪町３－７－３２ サービス JS-0002-3657

HACOMIFU 岸和田市 尾生町２３３９－１　 サービス SL-2000-1721

Salon LINORE 岸和田市 別所町２－１２－１７　 サービス SL-2000-2839

リラクゼーション Salon しゅし 岸和田市 別所町３－２０－１３　　 サービス PK-0000-5366

株式会社エアフォルシェ 岸和田市 箕土路町１－２－５ サービス JS-0003-3846

eyelash salon Mett 岸和田市 箕土路町２－１４－２２ サービス AL-0000-0092

ソワカ 岸和田市 野田町１－７－１０ サービス JS-0000-1632
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カラオケライブ 岸和田店 岸和田市 作才町１－３－２ エンターテインメント JS-0003-0614


