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加盟店名 所在地 ジャンル

中国料理 兆楽 堺市西区 上６５１ 飲食店 JS-0000-1211

THEBITTEREND 堺市西区 上野芝町３－６－２　アミューズビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0726

和風ダイニング 華 堺市西区 津久野町１－１－１ 飲食店 JS-0001-0909

たからや 堺市西区 津久野町１－３－２　　 飲食店 ZN-2000-2076

炭火焼鳥福郎 堺市西区 津久野町１－５－３　　 飲食店 ZN-0001-8011

串活料理にしむら 堺市西区 津久野町１－５－８ 飲食店 SL-2001-0263

プライベートキッチンおかえり 堺市西区 菱木３－２０２０－３ 飲食店 JS-0001-6792

鉄板焼 JIN 堺市西区 浜寺昭和町１－１５８－３ 飲食店 JS-0001-0171

Dining ＆ WineStory 堺市西区 浜寺石津町西３－４－１２　石津今中ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4756

栄寿司 堺市西区 浜寺石津町西３－４－１３ 飲食店 JS-0000-6133

個室居酒屋 くつろぎ家 堺市西区 浜寺石津町西３－５－２０ 飲食店 JS-0002-7127

ちゃんこ若 堺市西区 浜寺石津町西４－１－２６　　 飲食店 ZN-2000-0471

一休 石津川駅前店 堺市西区 浜寺石津町中３－１５－１９ 飲食店 JS-0002-3686

たぬき茶屋 堺市西区 浜寺船尾町東２－２５６ 飲食店 JS-0001-6232

豚汁処 錦えびすっち 堺繁笑店 堺市西区 浜寺船尾町東３－４０１ 飲食店 JS-0005-4254

肉料理玉屋本店 堺市西区 浜寺船尾町東３－４１８ 飲食店 JS-0004-7398

鼎 伊藤商店 堺市西区 浜寺南町１－２－６ 飲食店 JS-0001-1624

山海料理 仁志乃 堺市西区 平岡町２８２－１ 飲食店 JS-0000-5941

ガーデングリル森 堺市西区 鳳西町２－１７－５ 飲食店 JS-0000-3579

和 kitchen 五四季 堺市西区 鳳西町２－１７－５ 飲食店 JS-0002-3708

cafediningbeaubleu 堺市西区 鳳西町２－６－２　　 飲食店 ZN-2000-1554

ふぐかず 堺市西区 鳳中町２－４８－５　　 飲食店 ZN-0001-4644

弁慶鳳店 堺市西区 鳳東町１－４－１　K'S ビル　　 飲食店 ZN-0002-2039

宮崎地鶏ひなた 堺市西区 鳳東町１－４７－１　　 飲食店 ZN-0001-8034

のらや 鳳本店 堺市西区 鳳東町６－６２０－１ 飲食店 JS-0002-7257

すし処 四季 堺市西区 北条町１－１５－２３ 飲食店 JS-0001-7469

菊ちゃんの健康相談室 堺市西区 上野芝向ヶ丘町２－１１－１２　 ショッピング SL-2000-3653

セドナ コレクション 堺市西区 上野芝町４－１７－１１ ショッピング JS-0004-7444

メガネ工房草部店 堺市西区 草部１－４　　 ショッピング ZN-2000-0485

精肉やまたけ 津久野店 堺市西区 津久野町１－３－２ ショッピング JS-0003-4873

ラグランドルー 1 堺市西区 津久野町１－３－２－１３　　 ショッピング PK-0000-2065

らいん薬局 堺市西区 津久野町１－４－３ ショッピング JS-0005-7506

CarShop YSR 堺市西区 鶴田町２５－１０ ショッピング JS-0002-9371

有限会社中野オート 堺市西区 菱木２－２０８９－１ ショッピング JS-0003-0394

TBS オートガレージ 堺市西区 菱木４－１９１５－１ ショッピング JS-0003-1567

エビス サーフ 堺市西区 浜寺公園町２－１３７－２　藤和浜寺公園ホームズ駅前通り４０７ ショッピング JS-0000-4638

ファーストオート 堺支店 堺市西区 浜寺船尾町東３－４００ ショッピング JS-0005-4700

ローキーズ大阪 堺市西区 浜寺船尾町東４－２６４ ショッピング JS-0001-4954

RETRO BASE 堺市西区 平岡町２０－１ ショッピング JS-0004-3035

メガストア 堺市西区 平岡町４５－１ ショッピング JS-0001-2983
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オーキタ家具 堺市西区 鳳中町１０－５－５ ショッピング JS-0005-0015

IS ＆ COMPANY 堺市西区 鳳中町９－１－１９ ショッピング JS-0003-9512

MOMONO BALLOON 堺市西区 鳳東町２－１９８ ショッピング JS-0002-9826

Ula － Bay 堺市西区 鳳東町２－２０９ ショッピング JS-0000-3399

BENITEN 堺市西区 鳳東町５－４８７－１　　 ショッピング PK-0000-5914

こぶ政 堺市西区 鳳東町６－６２９ ショッピング JS-0000-3546

Patisserie FONCER 堺市西区 鳳南町１－３－３　アーバンプラザウェスト１Ｆ ショッピング JS-0002-1893

ヘアデザイン ラフィーネ 堺市西区 上５３３－５５ サービス JS-0000-6252

幸生堂薬局 上野芝店 堺市西区 上野芝町４－１７－１４ サービス JS-0002-2720

nuts 堺市西区 草部２０６－１　　 サービス PK-0000-3741

一休薬局 堺市西区 津久野町１－１－１　１Ｆ サービス JS-0001-9832

T ＆ HHAIRWORKS 堺市西区 津久野町２－２－６　ディアホーレスト１０３　 サービス ZN-0002-7165

アップル 堺市西区 津久野町３－２９－２６ サービス JS-0005-7818

ケンコー薬局 西店 堺市西区 浜寺諏訪森町西２－８０ サービス JS-0000-5527

さかいケンコー薬局 堺市西区 浜寺諏訪森町中１－１１３－１ サービス JS-0000-3085

諏訪美容室 諏訪ノ森駅前店 堺市西区 浜寺諏訪森町中２－１７７－１ サービス JS-0005-2350

SHEARS 堺市西区 浜寺石津町西３－４－３　３Ｆ サービス JS-0005-1817

サイクルショップ金太郎 堺市西区 浜寺石津町中４－１０－１８　　 サービス ZN-0002-6455

FIVE5totalcarproduce 堺市西区 浜寺石津町東１－６－２５ サービス JS-0004-4907

レンタルのニッケン 堺営業所 堺市西区 浜寺船尾町東２－２２６ サービス JS-0003-2121

（株）STUDIO ARC おおとり店 堺市西区 鳳西町１－７７－８ サービス JS-0000-5186

Laulea 堺市西区 鳳西町１－８５－８ サービス JS-0002-7704

散髪屋 堺市西区 鳳中町１－３　メゾン千種１ サービス SL-2000-5363

アパカバール鳳 堺市西区 鳳東町１－３１－１　　 サービス ZN-0003-0366

ソポムータ by ティラベント 堺市西区 鳳東町１－３４－１　　 サービス ZN-0003-1202

コンテ 堺市西区 鳳東町３－２８７ サービス JS-0000-0925

つばさ整骨院 堺市西区 鳳東町７－７３３　おおとりウイングス１Ｆ サービス JS-0002-1535

きぼう薬局おおとり店 堺市西区 鳳北町４－２２１－５ サービス JS-0003-8367

Hair design WOW 堺市西区 鳳北町９－５０２ サービス JS-0002-2491

Hair Make Ambitious 堺市西区 北条町１－５－１６ サービス JS-0003-9365

Rauje Hair 堺市西区 北条町２－５－１１ サービス JS-0000-4594

カラオケグリーンライト上野芝店 堺市西区 上野芝町３－７－４３　　 エンターテインメント ZN-0001-4534


