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［大阪市旭区］

加盟店名 所在地 ジャンル

やきにくキッチン ぱくぱく 大阪市旭区 高殿１－６－１２ 飲食店 JS-0000-2187

炭火焼きとり わ吉 大阪市旭区 高殿２－１２－２４　 飲食店 SL-2000-1240

天ぷら居酒屋 八代衣 大阪市旭区 高殿２－１９－２５　ルポ城北１０２ 飲食店 JS-0002-2888

和牛焼肉 牛笑 大阪市旭区 高殿６－１４－３４ 飲食店 JS-0002-5563

通天閣もつ鍋屋 関目高殿店 大阪市旭区 高殿７－１８－４　　 飲食店 ZN-0001-7695

ビストロ リアン 大阪市旭区 高殿７－７－３　パールハイム高殿１Ｆ 飲食店 JS-0004-2564

とりだん 千林店 大阪市旭区 今市１－１－５ 飲食店 JS-0005-2504

すしはん田 大阪市旭区 新森１－４－３７　スターハイツ森小路１０２　 飲食店 ZN-0001-7741

かんてきダイニング 大阪市旭区 新森２－１７－１７　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-7757

焼肉喜楽森小路店 大阪市旭区 森小路１－１１－２７　　 飲食店 PK-0000-0697

炭火焼鳥 匠 大阪市旭区 森小路２－８－１３　 飲食店 SL-2000-6893

華牛 大阪市旭区 清水１－１９－２０　　 飲食店 ZN-0001-7755

居酒屋 梁山泊 大阪市旭区 清水４－９－３４ 飲食店 JS-0000-5439

最高の串かつやってます。真剣 大阪市旭区 千林１－１１－１７ 飲食店 JS-0001-2466

せいもん払い惣庵 大阪市旭区 千林２－１－１７　　 飲食店 ZN-0001-7728

まごころ 大阪市旭区 千林２－１４－２３　ロイヤルシティ第１ビルＴ１０２ 飲食店 JS-0002-0597

yakiyaki なるとや 大阪市旭区 千林２－１５－１９　　 飲食店 PK-0000-3408

ねぎちゃん 大阪市旭区 千林２－１６－２１ 飲食店 JS-0000-5344

まぐろ一徹 大阪市旭区 大宮２－２７－１８　　 飲食店 ZN-0001-7714

やきとりたづや千林大宮店 大阪市旭区 大宮２－２７－１８　　 飲食店 ZN-2000-5697

韓菜和牛 大阪市旭区 大宮３－１８－１８ 飲食店 JS-0000-2142

こきんた 千林店 大阪市旭区 大宮３－１９－１４ 飲食店 JS-0000-0643

ワインと炭焼き fusione 大阪市旭区 大宮４－２０－２７ 飲食店 SL-2000-1979

吉鳥 大宮店 大阪市旭区 大宮４－６－１６ 飲食店 JS-0001-9899

焼肉 徳 toku 大阪市旭区 中宮５－２－２９　　 飲食店 ZN-0001-7687

メガネの和田 今市店 大阪市旭区 今市２－１０－２　 ショッピング SL-2001-0963

セレクトショップ Miruru 大阪市旭区 新森４－２７－２１ ショッピング JS-0000-5277

新森タイヤショップ 大阪市旭区 清水２－１１－２１ ショッピング JS-0000-2952

［HC］田中芳電機商会本店 大阪市旭区 清水３－６－２７ ショッピング JS-0001-8114

［HC］株式会社赤三電工 大阪市旭区 赤川４－１－３ ショッピング JS-0001-8843

MAAM SELECTION 大阪市旭区 千林１－１－１５　 ショッピング SL-2000-8509

小倉屋昆布店 大阪市旭区 千林１－６－１０ ショッピング JS-0005-4712

メガネの和田 千林店 大阪市旭区 千林１－６－１２　 ショッピング SL-2001-0696

アダルトメンズギャラリー フクイヤ 大阪市旭区 千林１－６－９　 ショッピング SL-2000-2498

ego 大阪市旭区 千林２－１０－１９　 ショッピング SL-2000-8508

陶器やまもと 大阪市旭区 千林２－１２－３２　　 ショッピング PK-0000-1608

チープシック 大阪市旭区 千林２－１４－１　　 ショッピング ZN-2000-0891

シンプルウィッシュ千林店 大阪市旭区 千林２－１５－２３ ショッピング JS-0002-5071

パティスリーリスボン 千林店 大阪市旭区 千林２－２－１２ ショッピング JS-0005-4972

ペットショップ ファニー 大阪市旭区 千林２－２－１３　タカラビル１Ｆ ショッピング JS-0003-5480
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じてんしゃ 5 大阪市旭区 大宮２－２７－２１ ショッピング JS-0000-1398

結いはな 大阪市旭区 大宮２－２７－２４ ショッピング JS-0005-1889

Autrade NSD 大阪市旭区 大宮４－２２－１７ ショッピング JS-0003-6248

クリーニングトラヤ今市店 大阪市旭区 今市１－１８－２１　　 サービス ZN-2000-3165

アーネスト バーバー チャンプ 大阪市旭区 今市２－９－１８　 サービス SL-2000-0816

シンプリング 大阪市旭区 新森１－４－３７－１０３ サービス JS-0000-0971

mote 大阪市旭区 新森２－１－１８　森小路サニービル１０３ サービス JS-0001-8892

ペットサロン イシカワ 大阪市旭区 新森４－２７－２３ サービス JS-0000-0872

有限会社古市自動車販売 大阪市旭区 新森６－２－９ サービス JS-0002-4740

谷口チェーン 清水店 大阪市旭区 清水３－７－２７ サービス JS-0002-7210

CheeMo happyhairmake 大阪市旭区 清水４－８－２２　ＥＴＣ清水駅前１Ｆ サービス JS-0005-3442

田尾オート 株式会社 大阪市旭区 赤川１－９－２６ サービス JS-0000-2854

ラルカンシエル 大阪市旭区 千林１－５－８　北田ビル１Ｆ　 サービス ZN-0003-0320

RINKhair 大阪市旭区 千林２－１０－３１　丸吉ハイツ１Ｆ　 サービス ZN-0002-7358

length hair 大阪市旭区 千林２－６－２　森田ビル１Ｆ サービス JS-0005-4713

GIFT 大阪市旭区 千林２－７－３　　 サービス ZN-0003-0303

HAIR MAKE ARTEISM 大阪市旭区 太子橋１－１－１　　 サービス ZN-0002-9923

小晴屋 hair ＆ relax 大阪市旭区 大宮２－２７－１２ サービス JS-0003-6264

Rel 大阪市旭区 大宮５－１－２７　幸福大宮ビル１Ｆ サービス JS-0001-1322

BIGWAVE 千林駅前店 大阪市旭区 清水３－１－１６　ノースビル４Ｆ　 エンターテインメント ZN-0001-4646

きものサロンよろずや 大阪市旭区 千林２－１２－７　千林くらしエール館２Ｆ その他 SL-2000-5954


