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加盟店名 所在地 ジャンル

すし半 堺店 堺市北区 奥本町１－２ 飲食店 JS-0003-7719

ごちそう村 堺なかもず店 堺市北区 金岡町１３８２－１－６ 飲食店 JS-0003-0536

トレス デ ヴイ 堺市北区 金岡町１６１１－２ 飲食店 JS-0000-9063

山海 堺市北区 金岡町１８１９－２ 飲食店 JS-0001-7343

きまぐれ DINING 洋 堺市北区 新金岡町５－３－１０５　　 飲食店 PK-0000-6383

秀げつ 堺市北区 新金岡町５－３－５１６　　 飲食店 ZN-0001-7947

お好み焼・鉄板焼 楓 堺市北区 新金岡町５－４－１０４ 飲食店 JS-0002-5000

波～ ru ALOHA 堺市北区 新金岡町５－５－１０６ 飲食店 JS-0002-2877

居酒屋てんてん 堺市北区 船堂町１－１４－２　１Ｆ 飲食店 SL-2001-1167

焼肉丸福金岡店 堺市北区 蔵前町２－１－１３　サイリョウビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7966

ほっと BB ステーション 堺北花田店 堺市北区 蔵前町２－１７－３３ 飲食店 JS-0003-0902

焼肉市場 みや 堺市北区 中村町６０７－１ 飲食店 JS-0002-9215

サグンインドレストラン＆バー 堺店 堺市北区 中長尾町２丁４－２２ 飲食店 JS-0003-2242

なおさか 堺市北区 中長尾町４－４－１４ 飲食店 JS-0000-5772

新和風創作料理 あん 堺市北区 中百舌鳥町１－９６　セレソ中百舌鳥１Ｆ 飲食店 JS-0001-4520

鶏小幸 堺市北区 中百舌鳥町２－２９９－９　　 飲食店 ZN-0001-4523

酒楽ごこち屋 頂 堺市北区 中百舌鳥町２－３００　ls-nakamozu ２Ｆ 飲食店 JS-0002-3279

クラフトビアダイニングエニブリュ 堺市北区 中百舌鳥町２－７１　イルグランディＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0001-7930

さかい大谷漁港 堺市北区 中百舌鳥町３－３５８－１　　 飲食店 ZN-0001-4537

ワイン酒場 Rino 堺市北区 中百舌鳥町５－６６９　ラレックス中百舌鳥ライフワンビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-7400

炭火焼鳥杉の屋なかもず店 堺市北区 中百舌鳥町５－７９６－２　　 飲食店 ZN-0001-8079

ちゃぶ台 堺市北区 中百舌鳥町５－８０３－３　シャチビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3879

くつろぎ酒場 居酒屋 しろうちゃん 堺市北区 中百舌鳥町６－８７６ 飲食店 JS-0001-0408

浜焼太郎 新金岡 堺市北区 長曽根町１２０７－４　１Ｆ 飲食店 JS-0004-1136

旬菜おでん料理 かま田 堺市北区 長曽根町２１ 飲食店 JS-0000-9775

鮨 一花 堺市北区 長曽根町３０７９－４ 飲食店 JS-0000-1093

魚真 堺市北区 長曽根町７３０－２ 飲食店 JS-0003-7092

BooBoo キッチン堺市駅本店 堺市北区 東雲東町１－２－２５　　 飲食店 ZN-0001-8067

栄助寿司 堺市北区 東三国ヶ丘町５－３－７ 飲食店 JS-0000-6466

いさりび 堺店 堺市北区 東浅香山町１－２５６ 飲食店 JS-0000-2448

牛徳 堺市北区 南花田町１２５－２　　 飲食店 ZN-0001-8039

炭火焼 Dining 門 白舌鳥店 堺市北区 百舌鳥西之町２－５４９－１　　 飲食店 ZN-0001-7936

やきとり大吉 百舌鳥梅町店 堺市北区 百舌鳥梅町３－１－１９　 飲食店 SL-2000-1483

旬彩 に志川 堺市北区 百舌鳥梅町３－２－９ 飲食店 JS-0005-1504

居酒屋 もず一番 堺市北区 百舌鳥梅町３－９－８　プチシュバル１Ｆ 飲食店 JS-0005-4212

鶴もつ 堺市北区 百舌鳥梅町３－９－９ 飲食店 JS-0001-0286

備長炭 焼鶏 草刈 堺市北区 百舌鳥梅町３－９－９ 飲食店 JS-0005-2256

gourmet ＆ gallery TARU 堺市北区 北花田町３－１７－６　ホリゾンビル５Ｆ 飲食店 JS-0003-6200

旬菜 箪ぽぽ、 堺市北区 北花田町３－３３－５　川口ハイツ１Ｆ 飲食店 JS-0000-7786

炭火焼肉 河野 堺市北区 北花田町４－８９－３６ 飲食店 JS-0003-6274
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楽多 堺市北区 北長尾町３－２－２０ 飲食店 JS-0003-9809

GYRE 堺店 堺市北区 北長尾町３－５－９ 飲食店 JS-0004-6449

ミキヤ 堺市北区 金岡町２８５８－３ ショッピング JS-0005-8615

ペットショップ ケン＆ワン 堺市北区 金岡町３０２７－１１ ショッピング JS-0004-5358

サイクルショップ金岡 堺市北区 金岡町５３１ ショッピング JS-0000-7717

Risa Risa 堺市北区 新金岡町５－４－１０７ ショッピング JS-0005-6103

バラエティ 101 金岡店 堺市北区 蔵前町１－７－１５　レインボー金岡１Ｆ ショッピング JS-0005-1598

あいさぽ 堺なかもず店 堺市北区 中百舌鳥町２－３０３－２ ショッピング JS-0002-7992

京都紅夢 堺店 堺市北区 中百舌鳥町２－９１　光恵第二ビル３Ｆ ショッピング JS-0001-0972

LIMEINC 中百舌鳥店 堺市北区 中百舌鳥町３－４２８－２　　 ショッピング ZN-0002-4447

GROW 堺市北区 中百舌鳥町５－７９１－４　１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-0857

リトルフィールド 長曽根店 堺市北区 長曽根町１６６６ ショッピング JS-0002-1620

クリーム薬局 堺市北区 長曽根町３０６８－１　　 ショッピング PK-0000-4604

こむぎ薬局 堺市北区 長曽根町３０６９－４　　 ショッピング PK-0000-4748

M2 プラント新金岡店 堺市北区 長曽根町３０７３－１７　　 ショッピング ZN-0002-6709

腕時計のななぷれ 堺市北区 長曽根町３０７３－１９ ショッピング JS-0002-4723

堺中央薬品店 堺市北区 長曽根町３０７９－６ ショッピング JS-0004-8086

三千円メガネ なかもず店 堺市北区 長曽根町３０８３－１９ ショッピング JS-0001-4597

アカダマ洋装店 堺市北区 東雲東町１－６－２０ ショッピング JS-0003-1847

Lapin House 堺市北区 東浅香山町２－７３－３７ ショッピング JS-0003-6315

酒の ABC 堺市北区 南花田町３６４－１　 ショッピング SL-2000-5063

じてんしゃ キャリー 堺市北区 百舌鳥赤畑町２－８７－９ ショッピング JS-0000-7277

テーラー ルマーニ 堺市北区 百舌鳥赤畑町５－４５８－４ ショッピング JS-0003-9732

オニツカ商会 堺市北区 百舌鳥梅町１－２９－１７ ショッピング JS-0000-3460

カギの救急車なかもず店 堺市北区 百舌鳥梅町３－４－７　豊ハイツ１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-2466

DOG DEPT 堺北花田店 堺市北区 北花田町３－１７－６　ホリゾンビル１Ｆ ショッピング JS-0004-5085

am’s 堺市北区 北花田町３－１８－２１　　 ショッピング ZN-2000-7187

カードルフィン 堺市北区 北花田町４－９８－３ ショッピング JS-0001-4498

HAIRMAKECLOUD 堺市北区 奥本町１－３３　　 サービス ZN-0002-9938

Bosshairchapter 堺市北区 奥本町１－４３　　 サービス ZN-0002-7168

tete 堺市北区 奥本町１－４３　HIS 北花田１Ｆ サービス JS-0005-1328

CYAN 堺市北区 金岡町１３７７－１　　 サービス ZN-0003-0370

Lo 乃 no hair 堺市北区 金岡町１９４５－６ サービス JS-0002-9208

株式会社 LUCUS 堺市北区 金岡町２５５７ サービス JS-0002-4831

brote hair ＆ make 堺市北区 金岡町３０４４－７　ラサンテ１Ｆ サービス JS-0004-0421

レインボー薬局 新金岡 堺市北区 新金岡町２－５－１－１７ サービス JS-0001-9437

トリミングハウス OHANA 堺市北区 新金岡町５－３－４２１　 サービス SL-2000-9897

hair’sBohne 堺市北区 新金岡町５－５－１０４　　 サービス ZN-0003-0345

HOMME FOR HAIR 堺市北区 新金岡町５－５－１１１ サービス JS-0003-0600

Top － tech 堺市北区 中村町２８０－１ サービス JS-0004-3622

オートスタジオ クルー 堺市北区 中村町７５６－５ サービス JS-0003-9911

An cheril by AVANCE． 堺市北区 中百舌鳥町２－２４４－２　２Ｆ サービス ZN-2000-6621

AVANCE．なかもず 堺市北区 中百舌鳥町２－２４４－２　４Ｆ サービス ZN-2000-6051

CREA 堺市北区 中百舌鳥町２－３００ サービス JS-0002-9267
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美容室 alphagarden 堺市北区 中百舌鳥町２－３１１－６　　 サービス ZN-0003-0363

リノ 堺市北区 中百舌鳥町２－３２　　 サービス ZN-0002-7365

ガーランドリリー 堺市北区 中百舌鳥町２－３２　２Ｆ　　 サービス ZN-0002-7366

gratify なかもず店 堺市北区 中百舌鳥町２－３５　東亜ビル４Ｆ サービス JS-0005-4820

FLEAR organic hair 堺市北区 中百舌鳥町２－４２　ファインなかもず２０１ サービス JS-0003-3749

スピリカ 堺市北区 中百舌鳥町２－５０　ハイネスセンターコート２Ａ サービス JS-0003-9548

Rue de Noel 堺市北区 中百舌鳥町２－５２　松川ビル２Ｆ・３Ｆ サービス AD-0001-0021

tasty 堺市北区 中百舌鳥町２－８６　プレッツァ中百舌鳥　 サービス ZN-0003-0367

山本接骨院 なかもず院 堺市北区 中百舌鳥町３－３６１－３ サービス JS-0003-9874

CLOVER 堺市北区 中百舌鳥町５－６９３ サービス JS-0004-8134

Noel hair 堺市北区 中百舌鳥町５－７３１－３ サービス AD-0001-0020

i － ory 堺市北区 中百舌鳥町６－８６３－１　ハイツヴァレイ中百舌鳥１Ｆ サービス SL-2000-7808

新金岡動物病院 堺市北区 長曽根町１１９７－１－２ サービス JS-0003-7225

SIAKAH 堺市北区 長曽根町１２２２－７　　 サービス ZN-0003-0360

AMATO 堺市北区 長曽根町３０６３－６　サザンウインド１０１ サービス JS-0002-7581

（株）STUDIO ARC しんかな店 堺市北区 長曽根町３０６９－７ サービス JS-0000-5185

Tastydoor 堺市北区 長曽根町３０８４－１１　　 サービス ZN-0003-0352

HAIRS OTETE 堺市北区 東上野芝町２－４３９　　 サービス ZN-0002-9950

クリーンネット北花田 堺市北区 東浅香山町３－１７ サービス JS-0003-3945

Link HAIR ＆ MAKE 堺市北区 東浅香山町４－６　圭祐館１Ｆ　　 サービス ZN-0002-7169

プラザヘアー新金岡店 堺市北区 南花田町２２８－１２　シティオ南花田２Ｆ　 サービス PK-0000-4338

アルシュ エモーション 堺市北区 南花田町２３２－１ サービス JS-0003-3022

クリスタルマジック南花田店 堺市北区 南花田町７７－２　 サービス SL-2001-1791

松栄自動車中環店 堺市北区 八下北５－３５　　 サービス PK-0000-4243

stage 三国ヶ丘 堺市北区 百舌鳥赤畑町１－１７－１　１Ｆ　 サービス ZN-0003-0365

Calin et Noel 堺市北区 百舌鳥赤畑町１－３４－９ サービス AD-0000-0744

Slow 堺市北区 百舌鳥梅町３－２２－６　プレステージなかもず１Ｆ サービス JS-0004-5592

PENSEE peranri 堺市北区 百舌鳥梅北町２－５３－３ サービス JS-0005-8831

SeeDhairworks 堺市北区 百舌鳥梅北町２－８２－８　　 サービス ZN-0003-0372

meamae 堺市北区 百舌鳥梅北町３－１２５－２２５　 サービス ZN-0003-1166

sun felt unity 堺市北区 百舌鳥梅北町４－１５５－１　アルページュ３　１０３ サービス JS-0000-5450

Le Ciel 堺市北区 百舌鳥梅北町５－４４９－１　１Ｆ　 サービス SL-2000-4052

21 動物病院 堺市北区 百舌鳥本町１－１８－２ サービス JS-0000-3286

APAKABAR 北花田店 堺市北区 北花田町３－１７－３　　 サービス ZN-0003-0342

Laciel par Noel 堺市北区 北花田町３－１７－６　ホリゾンビル２Ｆ サービス AD-0001-0022

HAIR 倶楽部 OSAKA － KAN 堺市北区 北花田町３－１８－１９ サービス JS-0002-4283

エデュース北花田店 堺市北区 北花田町４－８９－５８　　 サービス ZN-0002-9941

hairsalon hal － hal 堺市北区 北長尾町７－１－１７　レクリオ谷１０４ サービス JS-0002-0128

カラオケライブ 中百舌鳥店 堺市北区 百舌鳥梅町３－５－１ エンターテインメント JS-0003-0615

カラオケライブ JR 堺市駅前店 堺市北区 北長尾町１－７－１　クラウンビル２Ｆ エンターテインメント JS-0003-0712

ハッピーペット 堺市北区 長曽根町１２０７－２　２Ｆ その他 JS-0000-8971


