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加盟店名 所在地 ジャンル

酒肴　花本 大阪市東住吉区 駒川１－８－６　　 飲食店 PK-0000-6694

串カツ はなおか 大阪市東住吉区 駒川３－２７－３０ 飲食店 JS-0002-2851

トラットリアピエーノ 大阪市東住吉区 駒川３－２７－３１　 飲食店 SL-2000-6594

とぅるばるや 大阪市東住吉区 駒川４－１８－２１ 飲食店 JS-0003-5454

吉鳥 駒川駅前店 大阪市東住吉区 駒川４－２－７　１Ｆ 飲食店 JS-0001-2886

鳥魚おおしま 大阪市東住吉区 駒川５－２－１０　　 飲食店 ZN-0001-7655

炭火やきとり Zen 大阪市東住吉区 駒川５－６－１０ 飲食店 JS-0003-8167

焼肉ホルモン多喜万 大阪市東住吉区 桑津２－１３－１２　　 飲食店 ZN-2000-5943

あじあ 大阪市東住吉区 桑津４－１－１　　 飲食店 PK-0000-6871

とりなべ亭 美章園 大阪市東住吉区 桑津５－３－６ 飲食店 JS-0005-8144

居酒家 まめたん 大阪市東住吉区 公園南矢田３－１３－４　１Ｆ 飲食店 JS-0004-0881

ちんどん 杭全店 大阪市東住吉区 杭全１－１６－１８　　 飲食店 ZN-0001-7646

居酒屋 団 大阪市東住吉区 杭全２－２－１０　メゾン杭全１Ｆ 飲食店 JS-0000-7159

和伊創作ダイニング Kourogi 大阪市東住吉区 杭全７－１１－１４　公洋ハイム１Ｆ　 飲食店 SL-2000-4372

友鉄 大阪市東住吉区 今川５－１－１　フィロソフィア１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7637

OTTER TAIL 大阪市東住吉区 山坂５－１６－２０－１Ａ 飲食店 JS-0001-9528

和牛レストラン 味丸 大阪市東住吉区 住道矢田５－１－２９　ローズコートマンション１Ｆ 飲食店 JS-0005-8287

焼肉味旨店 まかから 森田屋 大阪市東住吉区 針中野１－１５－３６ 飲食店 JS-0003-6468

魚料理一丁目 大阪市東住吉区 針中野１－１５－３６　中畑ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-8593

焼肉韓バリバリ 大阪市東住吉区 鷹合１－３－３５ 飲食店 JS-0005-5883

ツムラヤ 大阪市東住吉区 鷹合２－１７－３０ 飲食店 JS-0000-8749

夕焼けこやけ 針中野店 大阪市東住吉区 中野４－１２－２３ 飲食店 JS-0001-4202

お宝さん 大阪市東住吉区 東田辺１－１６－２０　　 飲食店 ZN-0001-7639

かご家 駒川店 大阪市東住吉区 東田辺１－１９－１０ 飲食店 JS-0000-0131

土竜 大阪市東住吉区 東田辺１－１９－１０　　 飲食店 ZN-0001-7638

杉野商店 大阪市東住吉区 湯里２－１７－２３　　 飲食店 ZN-0001-7665

通天閣もつ鍋屋針中野店 大阪市東住吉区 湯里２－１７－２３　　 飲食店 ZN-0001-7666

お好み焼 鉄板焼 はれ 大阪市東住吉区 湯里３－１－１２　アトイーズ２１１Ｆ 飲食店 JS-0005-1036

割烹 清水 大阪市東住吉区 湯里６－１０－２９ 飲食店 JS-0000-7181

旬彩ダイニング はんなり 大阪市東住吉区 湯里６－４－１７　プラザ湯里 飲食店 JS-0001-8059

ピッツェリアレオナルド＆ぼんのみみ 大阪市東住吉区 北田辺１－１２－１２ 飲食店 JS-0003-5252

居酒屋 ことぶき笑店 大阪市東住吉区 矢田２－２４－２２ 飲食店 JS-0004-5102

メガネの矢野 大阪市東住吉区 駒川４－１－１１ ショッピング JS-0000-9210

株式会社カクマツ屋 大阪市東住吉区 駒川４－１６－３ ショッピング JS-0004-4423

矢野時計店 本店 大阪市東住吉区 駒川４－４－１５ ショッピング JS-0000-1165

ブランドシティ 駒川中野店 大阪市東住吉区 駒川４－４－１８ ショッピング JS-0000-6673

レディースシューズ．レーヴェ 大阪市東住吉区 駒川４－８－１１ ショッピング JS-0005-6328

化粧品のみなみい 大阪市東住吉区 駒川４－８－８ ショッピング JS-0005-6306

アトリエ M 大阪市東住吉区 駒川５－１２－１９ ショッピング JS-0002-8168

TORAYA 大阪市東住吉区 駒川５－１２－４ ショッピング JS-0005-6327
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Shelves 大阪市東住吉区 駒川５－１３－１０ ショッピング JS-0005-6308

Favoridechaleur 大阪市東住吉区 駒川５－１３－１０　　 ショッピング PK-0000-4024

shyu shyu du chaleur 大阪市東住吉区 駒川５－１４－１３　 ショッピング SL-2000-1793

ナイスショップ てらせ 大阪市東住吉区 駒川５－１６－１ ショッピング JS-0005-7119

ベビーセンター フクダ 大阪市東住吉区 駒川５－２２－１５ ショッピング JS-0005-6847

ペットショップ モミジ 大阪市東住吉区 駒川５－４－２１ ショッピング JS-0004-1167

だるまや 大阪市東住吉区 駒川５－８－８ ショッピング JS-0005-5262

だるまや呉服店 大阪市東住吉区 駒川５－８－８ ショッピング JS-0005-6304

酒匠米匠 とみかわ 大阪市東住吉区 桑津１－３０－２ ショッピング JS-0005-2151

GunsmithNBABA 大阪市東住吉区 桑津１－３２－２１　　 ショッピング ZN-0002-4926

井藤電機サービス 大阪市東住吉区 杭全５－１０－８　　 ショッピング ZN-0002-2459

株式会社 JFCglobal 大阪市東住吉区 住道矢田１－６－１３ ショッピング JS-0002-0652

ママガール駒川店 大阪市東住吉区 鷹合２－１－３　　 ショッピング ZN-0002-4757

MAX 東住吉店 大阪市東住吉区 中野３－８－１６　 ショッピング SL-2000-8374

スギタニ 大阪市東住吉区 田辺２－７－１９ ショッピング JS-0005-5522

DECORA 大阪市東住吉区 湯里６－５－１１　湯里アーバンライフ１Ｆ ショッピング JS-0002-1623

株式会社 OFFICE164 大阪市東住吉区 南田辺１－６－１８ ショッピング JS-0002-9143

AICAMU 大阪市東住吉区 南田辺１－９－３４　１Ｆ ショッピング JS-0003-6873

源氏屋 北田辺店 大阪市東住吉区 北田辺４－２１－１２ ショッピング JS-0004-8520

キックボクシングフィットネススタジ 大阪市東住吉区 矢田１－１－３　ヒルズコ－ト１Ｆ　 ショッピング PK-0000-1885

ワークオーボシ 大阪市東住吉区 矢田１－６－２ ショッピング JS-0000-4775

C － Komyu 大阪市東住吉区 桑津３－１５－３５ サービス JS-0000-6483

CAL レンタカー M ＆ M 長居南店 大阪市東住吉区 公園南矢田１－２５－７ サービス JS-0001-4853

エミ動物病院 大阪市東住吉区 今川７－１５－３　１Ｆ サービス JS-0003-5895

LAMP 大阪市東住吉区 山坂５－１９－９　中野ビル１０１ サービス JS-0003-9623

株式会社 フォーシーズンジャパン 大阪市東住吉区 住道矢田３－６－１６ サービス JS-0001-0238

エーライン レンタカー 大阪市東住吉区 住道矢田８－６－６ サービス JS-0000-3139

はばたき鍼灸整骨院 大阪市東住吉区 鷹合２－１７－６ サービス JS-0003-3479

Bountyhairandmakespa 大阪市東住吉区 鷹合２－１７－８　３Ｆ サービス JS-0004-3155

Hair salon Link 大阪市東住吉区 中野４－１０－７　 サービス SL-2000-4083

BRAMA 大阪市東住吉区 田辺１－３－３　早崎ビル１Ｆ　 サービス ZN-0003-1178

hairroomVest 大阪市東住吉区 田辺５－１－３７　ラ・ヴィーア米田２０１　 サービス ZN-0002-7153

RIREHAIR 大阪市東住吉区 東田辺３－１３－２１　グランドール東田辺１０３ サービス JS-0002-0534

ヘアープロデュース エッセンス 大阪市東住吉区 湯里５－７－２ サービス JS-0000-7136

555 tete Light 大阪市東住吉区 南田辺１－１０－３９　　エストヴァリ千扇 サービス SL-2001-0573

CieletFleur hairroom 大阪市東住吉区 南田辺３－１－２　センチュリーアスカマンション１Ｆ サービス JS-0000-0113

Cut Salon Yusho 大阪市東住吉区 北田辺２－３－６ サービス JS-0004-3342

布団屋のおかもと 大阪市東住吉区 駒川３－２７－３７　 その他 SL-2000-5291


