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加盟店名 所在地 ジャンル

大阪もつ鍋屋平野店 大阪市平野区 瓜破２－１－６　ウェルバート瓜破２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7674

喜連瓜破の台所 いい崎 大阪市平野区 瓜破２－１－６４　平野ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-1581

焼肉 大ちゃん 大阪市平野区 瓜破５－１－４３ 飲食店 JS-0003-8827

モダンチャイナ 大橋 大阪市平野区 瓜破東２－１－４ 飲食店 JS-0001-1090

三徳庵平野店 大阪市平野区 瓜破東４－２－３１　　 飲食店 ZN-0001-7647

金時寿し 大阪市平野区 加美東５－１０－６ 飲食店 JS-0002-1768

和侖 大阪市平野区 喜連２－５－９０　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-7636

とりだん 平野店 大阪市平野区 喜連４－８－７０ 飲食店 JS-0002-9918

ころころ亭平野別宅 大阪市平野区 喜連西４－６－６８　AI ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7662

利白 大阪市平野区 西脇４－６－２　グランドムール平野１０３ 飲食店 JS-0002-0786

浜寿司 大阪市平野区 長吉出戸１－１１－７６ 飲食店 JS-0004-4116

焼肉 志幸 大阪市平野区 長吉出戸４－５－３６ 飲食店 JS-0000-0285

酒菜工房 しんくま 大阪市平野区 長吉出戸４－５－３６－１０３ 飲食店 JS-0003-8817

ハーブスパイスキッチン 大阪市平野区 長吉出戸６－１４－４７ 飲食店 JS-0005-0965

夕焼けこやけ 平野出戸店 大阪市平野区 長吉長原１－８－１５　１Ｆ 飲食店 JS-0001-4204

酒肴屋 大阪市平野区 長吉長原１－９－１４　NKN マンション１Ｆ 飲食店 JS-0000-1646

つくねや 大阪市平野区 長吉長原３－５－２５　　 飲食店 PK-0000-6685

居酒屋 こまり 大阪市平野区 長吉長原４－９－１４－１０１ 飲食店 JS-0001-9870

たまりば 大阪市平野区 長吉長原東２－１－４０ 飲食店 JS-0005-6853

炭火焼鳥 Dining 門長原店 大阪市平野区 長吉長原東２－２－２７　　 飲食店 ZN-0001-7641

とさか鳥てん 大阪市平野区 長吉長原東３－１－４　レシオ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7659

和風料理ひろ乃 大阪市平野区 長吉六反４－７－１　　 飲食店 PK-0000-1982

銀ちゃん 大阪市平野区 背戸口１－２２－２８ 飲食店 JS-0000-8930

やき鳥 久川 大阪市平野区 背戸口２－２－３２ 飲食店 JS-0001-0052

小味処 いしばし 大阪市平野区 背戸口４－５－２６ 飲食店 JS-0002-6593

かざみどり風流 大阪市平野区 背戸口５－３－８ 飲食店 JS-0004-5202

風流鈴屋 大阪市平野区 背戸口５－３－８　　 飲食店 PK-0000-6776

創作キッチンえびす 大阪市平野区 背戸口５－６－２０　フレンズビル２Ｆ 飲食店 ZN-0001-7650

富月園 大阪市平野区 平野宮町１－４－２６ 飲食店 JS-0002-9555

MASARU． 大阪市平野区 平野市町３－１２－１４　サンシャイン平野１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0339

焼肉らふ 大阪市平野区 平野西４－６－１０　グランドハイツ関西１０１　 飲食店 ZN-0001-7664

ひまつぶし 大阪市平野区 平野西４－６－１０－１０５ 飲食店 JS-0003-5677

てっちりとくさ 大阪市平野区 平野西６－７－２９－１０２　 飲食店 ZN-0001-7652

DINING HINATA 大阪市平野区 平野馬場２－５－２７　１Ｆ 飲食店 JS-0000-4769

たこやき王子 平野店 大阪市平野区 平野北１－１０－３６　鮒村ホーン 飲食店 JS-0003-3040

波平 平野店 大阪市平野区 平野北１－４－７ 飲食店 JS-0005-6353

松寿司 大阪市平野区 平野本町２－５－８ 飲食店 JS-0001-5250

吉鳥平野駅前店 大阪市平野区 流町１－１－２３　エントレ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7671

ごじから亭 大阪市平野区 流町１－２－１　　 飲食店 ZN-0001-7642

MOMO’s Kitchen 大阪市平野区 流町１－２－１　新栄プロパティ平野ビル２０１ 飲食店 JS-0002-8738
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割烹宴寿司 大阪市平野区 流町３－１７－８ 飲食店 JS-0000-5264

和牛焼肉 きたむら 大阪市平野区 流町３－１９－６　平野ハイツ１Ｆ 飲食店 JS-0002-6757

暮らしのファッション詩情 平野店 大阪市平野区 瓜破１－６－１ ショッピング JS-0001-6440

NINJINYA 大阪市平野区 瓜破２－１－６　メゾンアコーレ１Ｆ ショッピング JS-0002-4411

つばさ調剤薬局 大阪市平野区 瓜破５－２－２９　NYK ビル１Ｆ ショッピング JS-0005-4107

ASAS 瓜破店 大阪市平野区 瓜破西１－８－２６　ザクロコーポレーション平野ビル４Ｆ　 ショッピング ZN-0002-2118

MYU SURF BOARDS 大阪市平野区 瓜破西２－１－３７ ショッピング JS-0003-0796

御菓子司 かつらや 長居公園通店 大阪市平野区 瓜破東１－１－２ ショッピング JS-0004-3772

ケイシイズトレーディングポスト 平野店 大阪市平野区 瓜破東２－１０－２３　１Ｆ ショッピング JS-0000-1330

リサイクル パラレル 大阪市平野区 加美南５－６－１４　１Ｆ ショッピング JS-0005-8178

家具市 大阪市平野区 喜連１－８－２４　 ショッピング SL-2000-9831

ホールドアウトサーフ＆スト 大阪市平野区 喜連２－５－９０　　 ショッピング ZN-0002-4784

日之出書房 平野喜連店 大阪市平野区 喜連西４－６－５９ ショッピング JS-0005-2619

ゴルフスタジオティモーレ 大阪市平野区 喜連西４－６－９４　　 ショッピング ZN-0002-2690

ディックバイク DIC BIKE 大阪市平野区 喜連西６－１－３０ ショッピング JS-0002-3189

Noir 大阪市平野区 長吉出戸４－５－３０　１Ｆ ショッピング JS-0005-0609

ママガール出戸店 大阪市平野区 長吉長原１－１－４３　　 ショッピング ZN-0002-4758

らぱんあじーる 長吉長原店 大阪市平野区 長吉長原１ー４ー５　グランデール鹿島１Ｆ ショッピング SL-2000-8471

御菓子司 かつらや 大阪市平野区 長吉長原１－２－２７ ショッピング JS-0004-3774

良品買館 長吉長原店 大阪市平野区 長吉長原４－１９－５ ショッピング JS-0003-4685

らいふ薬局　平野店 大阪市平野区 平野西１－２－１　　 ショッピング PK-0000-8853

M’s AUTO 大阪市平野区 平野西４－２－１５ ショッピング JS-0003-4056

メガネの中尾 大阪市平野区 平野西５－８－３３ ショッピング JS-0003-3265

PET ＆ LIFE 大阪市平野区 平野西６－４－１２ ショッピング JS-0000-9952

樂・和ごころ 大阪市平野区 平野東２－１１－１ ショッピング JS-0004-8594

PROJECT HIRANO 大阪市平野区 平野馬場１－１８－６ ショッピング JS-0002-3439

浅田クリーニング 1 大阪市平野区 平野本町１－１３－２１　　 ショッピング PK-0000-7594

フラワーショップ ダイヤモンドリリー 大阪市平野区 平野本町２－９－２０　LM ヒルズ１Ｆ ショッピング JS-0000-0772

スール 大阪市平野区 平野本町３－３－２４ ショッピング JS-0000-7486

クワハラ平野店 大阪市平野区 平野本町３－６－１８　　 ショッピング ZN-0002-4759

株式会社スクアドラ 大阪市平野区 流町１－５－１４ ショッピング AD-0000-0614

サン・ピエロ 大阪市平野区 流町３－１１－１２ ショッピング JS-0000-3617

HOWDY 大阪市平野区 瓜破２－１－５１　クレス平野１Ｆ　 サービス ZN-2000-0939

Lefty smile 大阪市平野区 瓜破２－１－６４　平野ビル２０３ サービス SL-2000-4055

いきいきサイクル瓜破店 大阪市平野区 瓜破３－３－６９　　 サービス ZN-0002-6440

えびす堂鍼灸整骨院 大阪市平野区 瓜破西１－８－２０　銀ビル４Ｆ　 サービス SL-2000-3600

有限会社ツツミ整備工場 大阪市平野区 瓜破西２－１２－４１ サービス JS-0003-9697

LINK 大阪市平野区 瓜破西２－６－１２　美建ビル１Ｆ サービス JS-0003-9390

マイルストン瓜破店 大阪市平野区 瓜破東２－１－１２　　 サービス ZN-0002-6439

クレバーウルフ 大阪市平野区 加美南３－２－１６ サービス JS-0002-3278

いきいきサイクル加美北店 大阪市平野区 加美北８－１－３１　　 サービス ZN-2000-6038

喜連瓜破整骨院 大阪市平野区 喜連４－８－６６ サービス JS-0004-9888

gratify ＋ rest 大阪市平野区 喜連西６－２－７１ サービス JS-0005-7516

ピエノーレヘアデザイン 大阪市平野区 喜連東２－１－４０　　 サービス ZN-0003-1179
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アルシュ インプレッション 大阪市平野区 長吉出戸４－５－４７ サービス JS-0003-3020

ザ トラディショナルバーバー エガオ 大阪市平野区 長吉長原１－８－１５　１Ｆ サービス JS-0004-5079

MARCH reply 大阪市平野区 長吉長原東３－２－９ サービス JS-0000-3447

hairs Ku 大阪市平野区 長吉長原東３－７－５ サービス AD-0000-2939

ensoleille’ 大阪市平野区 長吉六反２－６－３０　　 サービス ZN-2000-0670

SALTO 大阪市平野区 長吉六反２－６－３１　 サービス SL-2000-0916

ドッグパラダイス 大阪市平野区 背戸口　１－２２－２９ サービス SL-2000-2437

HAIR’SSelfish 大阪市平野区 背戸口５－６－２　アネックス小谷１Ｆ サービス ZN-0003-0286

大阪オートサービス株式会社 大阪市平野区 平野上町１－１６－１２ サービス JS-0002-4744

Hair’sRelation 大阪市平野区 平野西４－６－９　　 サービス ZN-0003-0288

アールイーハイフン 大阪市平野区 平野西５－３－１０　松本ビル１Ｆ サービス SL-2000-0125

いきいきサイクル平野南店 大阪市平野区 平野南１－１２－３０　　 サービス ZN-2000-3397

米ぬか酵素風呂 瑞穂 大阪市平野区 平野北１－１０－３６ サービス JS-0004-4869

nob hair 大阪市平野区 平野本町１－１３－１８ サービス JS-0003-4335

リバーノ リラックス ルーム 大阪市平野区 平野本町５－９－３２ サービス JS-0003-0378

カラオケライブ 平野出戸店 大阪市平野区 長吉長原１－２－４９ エンターテインメント JS-0003-5874


