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［堺市東区］

加盟店名 所在地 ジャンル

肉処へらへら 堺市東区 引野町２－２－３　 飲食店 SL-2000-4189

わいわいダイニング シグナル 堺市東区 引野町３－１　初芝グリーンハイツ１０３ 飲食店 JS-0002-0205

遊食ダイニング 粋楽 堺市東区 丈六１４８－２　白鳳ビル北野田グリーンヒル１０１ 飲食店 JS-0000-5600

居酒屋おとめん 1 堺市東区 丈六１８３　　 飲食店 PK-0000-1285

心音 堺市東区 丈六１８３－５ 飲食店 JS-0001-6081

フォンテ・ディ・トゥトーレ 堺市東区 丈六１８３－９ 飲食店 JS-0000-5147

ダイニングキッチン UOTOYO 堺市東区 丈六１８５－４　　 飲食店 ZN-0001-7935

シェフの赤ちょうちん庵 堺市東区 西野４７７－６ 飲食店 JS-0000-8000

晴れる屋 堺市東区 西野４８４ 飲食店 JS-0002-2173

焼バル しーぴっぐ 堺市東区 草尾１４４３－４　１Ｆ 飲食店 JS-0003-5981

居酒屋 いし川 堺市東区 草尾３２９－１　グランドアーバー１Ｆ 飲食店 JS-0003-0451

焼肉 炸 堺市東区 草尾３３７－２ 飲食店 JS-0003-4047

大山珈琲 堺市東区 大美野８１－２　　 飲食店 ZN-0001-7999

よかっおごじょ 堺市東区 日置荘原寺町４７８－８ 飲食店 JS-0002-9817

白竜 堺市東区 日置荘原寺町５３－２　　 飲食店 ZN-0001-7988

花鳥庵初芝店 堺市東区 日置荘西町２－５－３　　 飲食店 ZN-0001-7995

肴と御馳走 夢屋 堺市東区 日置荘西町４－１０－１５ 飲食店 JS-0000-0283

串こまち 堺市東区 白鷺町１－１－２　　 飲食店 ZN-0001-4538

黎 堺市東区 白鷺町３－１２－１ 飲食店 JS-0005-9728

花鳥庵北野田店 堺市東区 北野田４７２－１　　 飲食店 ZN-0001-7994

フジヤマドラゴン北野田店 堺市東区 北野田４８－１　北野田第一ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6449

炉ば太郎 堺市東区 北野田５５１－８ 飲食店 JS-0005-7265

串かつ専門 四季一善 北野田店 堺市東区 北野田９８－２ 飲食店 JS-0000-0451

モバイルショップ ダイエー北野田店 堺市東区 丈六１８３－１８　ダイエー北野田店１Ｆ ショッピング JS-0005-6974

DARUMA 堺市東区 丈六１８３－２ ショッピング JS-0000-7115

Hello World 堺市東区 草尾３４２－１５ ショッピング JS-0004-8550

ジャストインゴルフ 堺市東区 草尾５７５－１－１０１ ショッピング JS-0001-4877

BOUTIQUE LA － PISTA 堺市東区 大美野３６－８ ショッピング JS-0004-4211

プラーナフラワー 堺市東区 日置荘西町２－３６－３　　 ショッピング ZN-0002-4801

Boobu 堺市東区 北野田１５－１　ノブタ北野田ビルＢ１Ｆ ショッピング JS-0000-1048

メガネセンター アイトップ 堺市東区 北野田１５－１　ライフ１Ｆ　 ショッピング SL-2000-2909

LAZO 堺市東区 丈六１６０－５ サービス JS-0003-3463

DOG SALON WINK 堺市東区 丈六１８３－２　 サービス SL-2000-3417

サンチャイルド 堺市東区 西野１８３－６ サービス JS-0000-9371

Anbai 堺市東区 西野４１２　登美丘ハイツ１Ｆ　　 サービス ZN-0002-9801

大美野動物病院 堺市東区 大美野１５８－３　レジデンス大美野１Ｆ サービス JS-0003-3568

Soel 堺市東区 日置荘西町２－１４－１１　　 サービス ZN-0003-0359

hairepoQue 堺市東区 日置荘西町２－２－１５　パティオマルタカビル１Ｆ　 サービス ZN-2000-3494

美容室 ボガー 堺市東区 日置荘西町２－８－１０　アークヒルズ２Ｆ サービス JS-0002-9124

キャロット日置荘店 堺市東区 日置荘北町１－２１－３ サービス JS-0005-3890

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

［堺市東区］

加盟店名 所在地 ジャンル

Avenir ～ axe ～ 堺市東区 日置荘北町２－６－３３　　 サービス ZN-0002-7367

douce 堺市東区 白鷺町１－１６－１５　第２白鷺マンション１Ｆ サービス JS-0000-0611

Plaisir 堺市東区 白鷺町１－２１－４　サンシャイン２号館２Ｆ サービス JS-0001-0651

nine 堺市東区 白鷺町１－２１－８　２Ｆ サービス JS-0005-1321

すまいる鍼灸接骨院 堺市東区 白鷺町３－２１－２ サービス JS-0003-9875

apego 堺市東区 北野田１０８４　ベルヒル北野田１２９　 サービス ZN-0003-0353

キタバ薬局 北野田店 堺市東区 北野田１０８４　ベルヒル北野田２Ｆ サービス JS-0002-6233

ヘアープランニングエイブル 堺市東区 北野田４７２－１　ウォールストリートビル２Ｆ サービス JS-0002-9373

LirybyAK 堺市東区 北野田９０４－１　　 サービス ZN-0003-0373

Dolce 堺市東区 北野田９２　メゾンドール北野田１Ｆ サービス JS-0000-1282

漢方の葵堂薬局 堺市東区 日置荘西町４－３６－７　 その他 SL-2000-5685

そば処けん徳 北野田店 堺市東区 北野田１０８４　 その他 SL-2000-5917

フォトスマイル北野田 堺市東区 北野田６１０－２８　大発マンション１Ｆ その他 SL-2001-1033


