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鶏と串かつ とりよし 大阪市東淀川区 下新庄４－２０－１５ 飲食店 JS-0002-5054

繁鮨 大阪市東淀川区 下新庄６－１３－２３ 飲食店 JS-0001-3868

すし天ぷら め組 大阪市東淀川区 下新庄６－９－１８　コーポ勝美１－１０２ 飲食店 JS-0001-2672

焼肉 炙 大阪市東淀川区 小松１－１０－２２ 飲食店 JS-0004-7187

韓一 大阪市東淀川区 小松１－１２－２７ 飲食店 JS-0000-1507

かかし 大阪市東淀川区 小松１－１３－２８ 飲食店 JS-0000-9762

吉鳥 上新庄店 大阪市東淀川区 小松１－３－１２ 飲食店 JS-0001-3186

海鮮ダイニング元 大阪市東淀川区 小松１－９－１ 飲食店 JS-0001-6944

torico358 上新庄店 大阪市東淀川区 小松１－９－２３ 飲食店 JS-0002-7872

焼肉福味 大阪市東淀川区 小松１－９－２３　竹村ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5267

江南 大阪市東淀川区 小松２－１４－１９　エスペリア小松１Ｆ　 飲食店 PK-0000-1844

BARIRIELIFE 大阪市東淀川区 小松２－２－８　　 飲食店 PK-0000-3321

大衆馬肉酒場馬王 大阪市東淀川区 上新庄２－２０－４３　　 飲食店 ZN-0001-7883

十福神 大阪市東淀川区 上新庄３－１２－１１　上新庄北ショップス 飲食店 JS-0003-9362

串焼きホルモン福味 大阪市東淀川区 上新庄３－１２－１６　　 飲食店 ZN-0001-7896

大阪寿司処きのすけ 大阪市東淀川区 上新庄３－１２－９　　 飲食店 ZN-2000-3557

清昌館上新庄店 大阪市東淀川区 瑞光１－１０－２０　　 飲食店 ZN-0001-7868

スミビヤキ 笹 大阪市東淀川区 瑞光１－１４－１０　　 飲食店 ZN-0001-7918

旬魚菜やまざき 大阪市東淀川区 瑞光１－１４－２　　 飲食店 ZN-0001-7906

王道上新庄店 大阪市東淀川区 瑞光１－２－５　４Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-7855

亀岡街道 大阪市東淀川区 菅原１－１５－１３ 飲食店 JS-0001-7788

キッチン てん 大阪市東淀川区 菅原２－９－８　１Ｆ 飲食店 JS-0005-1711

ま王 菅原店 大阪市東淀川区 菅原７－５－４６　　 飲食店 ZN-0001-7817

開花亭 大阪市東淀川区 西淡路１－１７－１３　 飲食店 SL-2000-7343

酒肴や 鯔背 大阪市東淀川区 西淡路１－１８－８　サンロード２新大阪１Ｆ－１０１ 飲食店 JS-0003-6188

い乃清 大阪市東淀川区 西淡路１－２－６５　　 飲食店 ZN-0001-7826

J’adore 大阪市東淀川区 西淡路１－２－６５　シグマケミカル新大阪ビル２Ｆ 飲食店 ZN-2000-2692

浜焼太郎 相川店 大阪市東淀川区 相川１－８－１１ 飲食店 JS-0002-5470

夢家相川駅前店 大阪市東淀川区 相川２－７－７　メゾンアベニュー相川２　 飲食店 ZN-0001-7897

炭火焼肉じゃけぇ　東淀川店 大阪市東淀川区 大桐３－１５－７　　 飲食店 PK-0000-6648

ちんどん 淡路店 大阪市東淀川区 淡路４－１０－３　新淡路ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-6945

炭火焼肉ホルモンぶりすけ 大阪市東淀川区 淡路４－１－４３　　 飲食店 ZN-0001-7864

京 大阪市東淀川区 淡路４－８－１４　　 飲食店 PK-0000-0459

B － style 大阪市東淀川区 淡路４－８－２７　二十八万石ビル２０５　 飲食店 ZN-2000-3993

コナえもん 大阪市東淀川区 東淡路４－１７－１０ 飲食店 JS-0004-3567

健康豚焼肉豚元 大阪市東淀川区 東淡路４－１７－１２　　 飲食店 PK-0000-5491

黒毛和牛焼肉 龍 大阪市東淀川区 東淡路４－１７－１８　 飲食店 SL-2000-3412

イタリア料理 とんがらし 大阪市東淀川区 東淡路４－１８－１６　淡路ハニービル１０１ 飲食店 JS-0002-0727

新大阪きらく 大阪市東淀川区 東中島１－１８－５　　 飲食店 ZN-0001-7845

PLATON 大阪市東淀川区 東中島１－２０－１２　ユニゾーン新大阪Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0000-9532

SHOP SMALL® Amex で 30％キャッシュバック

対象加盟店リスト



2 2020/8/27

［大阪市東淀川区］

加盟店名 所在地 ジャンル

寿司広 大阪市東淀川区 東中島１－２０－１９　ヒカリビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-4914

新大阪海鮮食堂おーうえすと 大阪市東淀川区 東中島１－２０－２　アネシス新大阪１Ｆ 飲食店 ZN-2000-7227

もんちゃま 大阪市東淀川区 東中島１－２１－３１－１０１ 飲食店 JS-0003-9594

新大阪きらくはなれ 大阪市東淀川区 東中島１－２１－４　　 飲食店 ZN-0001-7881

つかみ鳥 大阪市東淀川区 東中島２－１２－４－１０２　 飲食店 ZN-0001-7784

のり友 大阪市東淀川区 東中島２－１６－１０　１Ｆ 飲食店 JS-0004-6616

焼肉 元気屋 大阪市東淀川区 東中島４－１－１３　サンフラッツ新大阪 飲食店 JS-0004-2953

Amakara 大阪市東淀川区 豊新１－１７－１４ 飲食店 JS-0002-3332

HANABI 大阪市東淀川区 豊新１－１７－２３　モリビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4444

BARGOCCHI 大阪市東淀川区 豊新１－１７－２３　モリビル５０３　 飲食店 ZN-0001-7877

とり処 もも家 大阪市東淀川区 豊新１－２１－１４ 飲食店 JS-0002-6327

焼肉とらや 大阪市東淀川区 豊新２－１１－３０　淀川ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-8615

ナマステ カフェ 大阪市東淀川区 豊新２－１３－２ 飲食店 JS-0000-6227

Haps 大阪市東淀川区 豊新３－１２－２４　１Ｆ　 飲食店 PK-0000-2032

ホルモン焼肉 小鉄 大阪市東淀川区 豊新３－１７－２２　ブラッサム１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7876

こう鮨 大阪市東淀川区 豊新３－１８－３　吉永ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7799

Grow 大阪市東淀川区 豊新３－２１－１０　上新庄ビューハイツ 飲食店 JS-0000-5093

おでん屋 福ちゃん＠ 大阪市東淀川区 豊新３－２４－６ 飲食店 JS-0000-1703

レストラン＆バー Zero 大阪市東淀川区 豊新３－２５－１２　セキスイマンション１０３ 飲食店 JS-0000-8342

野菜ダイニング松 大阪市東淀川区 豊新３－２５－１５　　 飲食店 ZN-0001-7836

居酒屋 大人のホルモン 大阪市東淀川区 豊新３－２５－１６ 飲食店 JS-0002-7458

串かつ居酒屋 はじけ家 大阪市東淀川区 豊新３－２５－７　セキスイマンション１Ｆ 飲食店 JS-0001-0898

居酒屋 まあさん 上新庄店 大阪市東淀川区 豊新３－２６－３　　 飲食店 ZN-0001-7816

Bar 戦 大阪市東淀川区 豊新３－２６－５　　 飲食店 ZN-0001-7914

串焼き BAL 簪 KANZASHI 大阪市東淀川区 豊新４－１２－９　クリアコート U １Ｆ 飲食店 JS-0001-2189

遊膳 大阪市東淀川区 豊新４－２５－２　　 飲食店 ZN-2000-6752

上新庄西口店 大阪市東淀川区 豊新４－２６－１４　　 飲食店 PK-0000-1449

BARFACE 大阪市東淀川区 豊新４－２６－８　３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7902

バー シンプル 大阪市東淀川区 豊新５－１２－３５　第二古川ハイツ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0105

牛タンと京葱処 ねぎぼうず 大阪市東淀川区 豊新５－１６－１０ 飲食店 JS-0003-4142

道場上新庄店 大阪市東淀川区 豊新５－１９－１０　西本マンション１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7825

炭焼酒場 森田家 上新庄店 大阪市東淀川区 豊新５－１９－１４ 飲食店 JS-0003-3675

吉鳥 豊里店 大阪市東淀川区 豊里１－１１－５　生島グランドハイツ１Ｆ 飲食店 JS-0001-1184

居酒屋 伊呂波 豊里店 大阪市東淀川区 豊里２－１４－１８　セントラルフィールド１Ｆ 飲食店 JS-0003-0098

グリーンドラッグ 大阪市東淀川区 下新庄３－１１－９　　 ショッピング ZN-0003-1460

くにじまテニスコート 大阪市東淀川区 柴島１－３－２１ ショッピング JS-0003-9834

時計 いしまる 大阪市東淀川区 小松１－１－３ ショッピング JS-0002-7480

フラワーブティック花長 大阪市東淀川区 小松１－４－２０　　 ショッピング ZN-2000-0693

plum select 大阪市東淀川区 小松２－１－５　KUBOTA ハイツ１Ｆ ショッピング JS-0000-4119

和菓子の英華堂 菅原本店 大阪市東淀川区 菅原７－５－７　 ショッピング SL-2001-0892

テーラー＆ブティック モリタ 大阪市東淀川区 西淡路１－１５－８ ショッピング JS-0003-4295

蘭光園 大阪市東淀川区 西淡路１－３－２３ ショッピング JS-0001-8971

三千円メガネ 大桐店 大阪市東淀川区 大桐２－７－７ ショッピング JS-0001-4587

エキセントリックスポーツ 大阪市東淀川区 大桐２－９－４ ショッピング JS-0002-3508
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アリオリ かみしんプラザ店 大阪市東淀川区 大隅１－６－１２　かみしんプラザ ショッピング JS-0000-6293

G プラザ 上新庄店 大阪市東淀川区 大隅１－６－１２　かみしんプラザ１Ｆ ショッピング JS-0003-4420

Zakka ＆古着ペヨコ 大阪市東淀川区 淡路３－２０－２５　メゾンド－ル清水１０１　 ショッピング PK-0000-3592

丹波 淡路店 大阪市東淀川区 淡路４－１３－２１ ショッピング JS-0005-8048

コトブキヤ化粧品店 大阪市東淀川区 淡路４－１４－１２　 ショッピング SL-2000-8953

EIKADO 淡路店 大阪市東淀川区 淡路４－３２－１１　 ショッピング SL-2001-0894

キアロ．ディ．ルナ 大阪市東淀川区 淡路４－６－５１　　 ショッピング ZN-2000-3718

浜口寝具店 大阪市東淀川区 東淡路４－１８－７　　 ショッピング PK-0000-5907

自転車市場 新大阪店 大阪市東淀川区 東中島４－１１－６ ショッピング JS-0003-3304

チャリンコマン 大阪市東淀川区 豊新１－１－１ ショッピング JS-0002-6459

clover 大阪市東淀川区 豊新３－１９－９－１０５　 ショッピング ZN-0002-4442

りとるぼっくす 大阪市東淀川区 豊里６－１－２２ ショッピング JS-0000-9113

hair shop tonai 大阪市東淀川区 下新庄６－１３－２３－１０５　 サービス SL-2000-9558

バリニーズサロン Rima 大阪市東淀川区 柴島２－８－１－１０１ サービス JS-0004-7345

髪音色 Barber 大阪市東淀川区 小松１－１１－２１　丸忠ビル１０６ サービス JS-0002-7754

Giraffe HAIR 大阪市東淀川区 上新庄１－２－４９　トモビル１０２ サービス JS-0001-7620

freestyle matsu 大阪市東淀川区 上新庄２－４－２０　エスタイル１Ｆ サービス JS-0003-1200

ひだまり整骨院 上新庄院 大阪市東淀川区 瑞光１－１１－１　ヌノイビル３Ｆ サービス JS-0003-8645

ルカ＆ステラ 大阪市東淀川区 瑞光１－１１－１　ヌノイビル４Ｆ サービス JS-0005-4758

Nailsalon CLEAR 大阪市東淀川区 瑞光１－１－１８　津田ビル２Ｆ サービス JS-0004-3368

ぷらす整骨院 上新庄院 大阪市東淀川区 瑞光１－２－１１　阪口ビル１Ｆ サービス JS-0003-1110

Hair ＆ MakeLee 上新庄店 大阪市東淀川区 瑞光１－４－１　カサデルドイ２Ｆ　 サービス ZN-0003-0334

ニーズサービス 2 大阪市東淀川区 瑞光１－８－９　瑞光ビル２０３　 サービス PK-0000-3052

フューズ 大阪市東淀川区 瑞光２－２－９ サービス JS-0003-6370

とくさき動物病院 大阪市東淀川区 菅原３－１－２６　サンキャッスル菅原１Ｆ サービス JS-0004-8990

moca 大阪市東淀川区 菅原５－５－２８　ＡＩＣビル２Ｆ サービス JS-0001-5725

ヘアメイク アイル 大阪市東淀川区 菅原７－１－１５　 サービス SL-2000-9175

エコークリーニング菅原店 大阪市東淀川区 菅原７－１－２３　　 サービス ZN-0002-2607

英和オート株式会社 大阪市東淀川区 菅原７－９－１８ サービス JS-0003-8663

エコークリーニング東淀川駅前店 大阪市東淀川区 西淡路１－１５－５　　 サービス ZN-0002-2630

クリーニング コメット 西淡路本店 大阪市東淀川区 西淡路３－１－４０ サービス JS-0005-5472

Hair ＆ MakeLeeNeutral 上 大阪市東淀川区 大桐２－２０－１７　ムーンライト大桐１Ｆ　 サービス ZN-0003-0335

エコークリーニング大桐店 大阪市東淀川区 大桐２－９－２０　　 サービス ZN-0002-2606

CarCarePit 東淀川店 大阪市東淀川区 大道南１－３－１３ サービス JS-0004-5435

クリーニング コメット 淡路駅前店 大阪市東淀川区 淡路４－１０－１１ サービス JS-0005-5422

YARD． 大阪市東淀川区 淡路４－１３－２ サービス JS-0001-4110

room for hair 大阪市東淀川区 淡路４－４－６ サービス JS-0002-6548

みつわ鍼灸接骨院 大阪市東淀川区 淡路４－６－４８　スタンドアップ淡路１Ｆ サービス SL-2000-9024

NALLOW Bead’s 大阪市東淀川区 東淡路２－１５－７ サービス JS-0004-4914

AELES 大阪市東淀川区 東淡路４－１４－２４　プリムヴェール１Ｆ サービス JS-0001-2642

ビューティーラボ 淡路店 大阪市東淀川区 東淡路４－１８－１０　スイファビル２Ｆ サービス JS-0001-7270

Bead’s 大阪市東淀川区 東淡路４－２７－２７　フィオーレ１Ｆ サービス JS-0003-7061

コアフィール・ドゥ理容室 大阪市東淀川区 東中島３－１－８ サービス JS-0002-3211

エコークリーニング南江口店 大阪市東淀川区 南江口２－７－１　ウエストハウス　 サービス ZN-2000-3234
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株式会社陽和自動車工業所 大阪市東淀川区 豊新２－７－１６ サービス JS-0002-9840

HI － GE 大阪市東淀川区 豊新３－１９－９　ベルハウス１Ｆ　 サービス ZN-0002-7359

Accent 大阪市東淀川区 豊新４－７－１６　ハイムマツダ３号館１Ｆ サービス JS-0000-5803

アトリエサロン MOTO 大阪市東淀川区 豊新５－１７－２４ サービス JS-0003-2599

Rex Valeo 大阪市東淀川区 豊新５－６－２１　アークヒルズ上新庄１Ｆ　 サービス ZN-0003-0340

a bientot 大阪市東淀川区 豊新５－９－１１　ベストハイツ１Ｆ　 サービス ZN-0002-9934

カラオケボックス M-1 大阪市東淀川区 淡路４－７－９　ベンセドール淡路２Ｆ エンターテインメント JS-0000-7013

くにじまスポーツ 大阪市東淀川区 柴島３－１１－１３９ その他 JS-0003-9835

ニューロン薬局東淡路店 大阪市東淀川区 東淡路５－１８ー１４　 その他 SL-2000-5042


