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［大阪市生野区］

加盟店名 所在地 ジャンル

てんぐ 桃谷店 大阪市生野区 勝山北１－２－３０ 飲食店 JS-0005-4606

鮨 えび 大阪市生野区 勝山北１－９－５　　 飲食店 ZN-0001-7510

オアシスカフェ 桃谷店 大阪市生野区 勝山北２－１－７ 飲食店 JS-0005-0963

居酒屋ちゃが楽小路店 大阪市生野区 小路２－２８－６　　 飲食店 ZN-0001-7436

焼肉ひふみ 大阪市生野区 小路東１－５－２４ 飲食店 JS-0000-5129

やきとり道場 小路店 大阪市生野区 小路東１－７－２ 飲食店 JS-0003-6128

まなぶダイニング 大阪市生野区 小路東２－３－２１　　 飲食店 ZN-0001-7404

ワンワールド 大阪市生野区 新今里１－２０－２２　２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3705

韓国炉端 万宝家 大阪市生野区 新今里３－１１－２０ 飲食店 JS-0000-0574

常磐 大阪市生野区 新今里３－１９－１１　　 飲食店 ZN-0001-7415

ZINC 大阪市生野区 新今里３－２０－２６　　 飲食店 ZN-2000-0295

ふぐ太郎 大阪市生野区 新今里３－２－５　キッポービル１Ｆ 飲食店 JS-0004-6362

ハンマダン 大阪市生野区 新今里３－３－２１　１Ｆ 飲食店 JS-0002-4346

永洞屋 大阪市生野区 新今里３－４－２５　１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7421

そがん 大阪市生野区 新今里３－４－３　山西ハイツ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7488

南大門 大阪市生野区 新今里３－９－１０　ダイコーパパスビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-8093

焼肉のモリ 大阪市生野区 新今里４－１３－８　　 飲食店 ZN-0001-7485

あじ平 大阪市生野区 新今里７－２－５　　 飲食店 ZN-0001-7410

とり焼き専門店 笑い鶏 大阪市生野区 生野西２－１－２９ 飲食店 JS-0004-6178

鳥タイム 大阪市生野区 生野西２－１－３３　２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7498

舟屋 寺田町店 大阪市生野区 生野西２－１－３４ 飲食店 JS-0003-9016

SHADYLANE 大阪市生野区 生野西４－１８－１４　KS ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3233

寿司処 うを七 大阪市生野区 巽中１－１８－３４　１Ｆ 飲食店 JS-0002-9887

TKBAR 大阪市生野区 巽中１－２４－１０　ビーハウス４０１　 飲食店 ZN-2000-4651

カルビハウス こぎや 大阪市生野区 巽中３－８－６ 飲食店 JS-0002-8482

炭の屋 南巽店 大阪市生野区 巽中４－１８－１１　奥田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-2406

焼肉 ひろ 大阪市生野区 巽東１－１－３１　　 飲食店 ZN-0001-7428

とりだん 北巽店 大阪市生野区 巽東１－１－３６ 飲食店 JS-0003-8231

西光園かんてき 大阪市生野区 巽東２－８－３２　　 飲食店 ZN-2000-5271

エソラ 大阪市生野区 巽東３－１２－１１ 飲食店 JS-0003-8166

寛ぎの味はなび 大阪市生野区 巽南３－１３－１３　木村ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4299

とりだん 南巽店 大阪市生野区 巽南３－１３－３　たつみやかた１ 飲食店 JS-0004-3018

粋光 大阪市生野区 巽南５－１５－１８ 飲食店 JS-0002-7164

てっちり 修玄 大阪市生野区 巽北１－８－２２ 飲食店 JS-0000-2664

とりなべ亭北巽店 大阪市生野区 巽北３－１５－１３　アイキビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-3732

波平 生野店 大阪市生野区 巽北３－１５－２６　タツミ第６ハイツ１Ｆ 飲食店 JS-0005-7231

ハーブスパイスキッチン 生野店 大阪市生野区 巽北４－１３－２２ 飲食店 JS-0005-3449

げんぶ 北巽総本店 大阪市生野区 巽北４－２－２　　 飲食店 ZN-0001-7423

済州名家 大阪市生野区 中川１－５－１７　　 飲食店 ZN-0001-7459

新京愛館 大阪市生野区 中川２－１６－２０ 飲食店 JS-0000-7796
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寿司処八十八 大阪市生野区 中川２－２－１３　　 飲食店 ZN-2000-4917

名水 大阪市生野区 中川２－２－６ 飲食店 JS-0000-0286

鮨 えびす 大阪市生野区 中川西２－６－１－１Ｆ 飲食店 JS-0003-6450

ふくふく家 大阪市生野区 中川西３－９－１０ 飲食店 JS-0004-7217

韓一館 大阪市生野区 鶴橋２－８－７　シルクロードイチバンカン１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7430

韓国四季料理 MARU 大阪市生野区 鶴橋２－９－１５　 飲食店 SL-2000-9916

ちりとり鍋 やなちゃん 大阪市生野区 鶴橋３－８－３０　キングスアベニュー鶴橋１Ｆ 飲食店 JS-0000-2953

焼肉 サラン 大阪市生野区 田島１－１０－４ 飲食店 JS-0000-6327

さわむら 大阪市生野区 田島１－２－１９　　 飲食店 ZN-0001-7503

TAJIMA COFFEE 大阪市生野区 田島４－４－３７ 飲食店 JS-0000-9028

鳥蔵桃谷店 大阪市生野区 桃谷１－１３－１　新栄プロパティー桃谷１Ｆ 飲食店 ZN-0001-7495

グリルポッケ 大阪市生野区 桃谷２－２８－１７ 飲食店 JS-0000-5694

健美亭 大阪市生野区 桃谷５－４－２２　 飲食店 SL-2001-0092

株式会社 中西武道具 大阪市生野区 勝山南１－２－３ ショッピング JS-0000-9759

三好無線電気株式会社 大阪市生野区 勝山北４－４－１９　 ショッピング SL-2000-4698

西口酒店 大阪市生野区 小路１－２２－１０ ショッピング JS-0005-5768

MAX  生野店 大阪市生野区 小路１－２７－９　 ショッピング SL-2000-8375

もん吉屋 Sato 大阪市生野区 小路２－１３－１３ ショッピング JS-0000-1502

しあわせの枕やさん。みやぐち 大阪市生野区 小路３－１２－９　 ショッピング SL-2001-0108

ランバージャック 大阪市生野区 生野西４－１４－９　　 ショッピング ZN-2000-1639

東京屋 大阪市生野区 生野西４－１６－１５　 ショッピング SL-2000-7148

ジミーズ新店 大阪市生野区 生野東２－８－１０　 ショッピング SL-2000-8145

あもや南春日 生野本店 大阪市生野区 生野東４－１－４３ ショッピング JS-0005-2019

インテリア．アサダ 大阪市生野区 生野東４－１－４５ ショッピング JS-0003-7312

うさぎや 大阪市生野区 生野東４－１－４５　 ショッピング SL-2000-5631

まちの自転車店リコ 北巽店 大阪市生野区 巽中１－２５－１２　ナティーノース１０４ ショッピング JS-0005-1819

HASEPRO SHOP 大阪市生野区 巽東２－２０－１２ ショッピング JS-0002-5479

CYCLES NANGO 大阪市生野区 巽南１－１－４　 ショッピング SL-2000-7062

タイヤーサービスセンター 大阪中央店 大阪市生野区 巽南３－４－３３ ショッピング JS-0000-9432

パティオ 大阪市生野区 中川６－１３－１７　　 ショッピング ZN-0002-4428

韓美粧 大阪市生野区 鶴橋２－１６－５　　 ショッピング ZN-0002-5422

ピエロ 大阪市生野区 鶴橋２－２－８　　 ショッピング ZN-2000-6619

ekorea 大阪市生野区 鶴橋３－８－３８　　 ショッピング ZN-0002-6236

タムラメガネ 大阪市生野区 田島４－３－３５　タムラビル ショッピング JS-0005-5088

PROSHOP TALEX 大阪市生野区 田島４－４－３８ ショッピング JS-0001-0102

まいどマサラマート大阪 大阪市生野区 桃谷１－１０－３１ ショッピング JS-0003-6688

ビバーチェ 大阪市生野区 桃谷３－１０－１１　　 ショッピング ZN-2000-1218

韓 LOVE 大阪市生野区 桃谷３－１０－６　　 ショッピング ZN-0002-5429

M world 大阪市生野区 桃谷３－１－１７ ショッピング JS-0001-6698

流れる千年 大阪市生野区 桃谷４－４－１０ ショッピング JS-0000-2925

ジョイフルアピア 2 号店 大阪市生野区 桃谷４－５－１６　　 ショッピング PK-0000-2175

ジョイフルアピア 1 号店 大阪市生野区 桃谷４－７－４　　 ショッピング PK-0000-2221

有限会社エルコンタクト 大阪市生野区 林寺１－３－１３ ショッピング JS-0001-7431

福助堂菓子店 大阪市生野区 林寺２－１－４　 ショッピング SL-2000-5919
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株式会社ジミーズ 大阪市生野区 林寺３－４－９　 ショッピング SL-2000-8144

OWL HAIR 大阪市生野区 小路東１－７－１９　１Ｆ サービス JS-0000-2498

salon de ely ＇ s 大阪市生野区 小路東２－１－２４　S・TENA ２Ｂ サービス SL-2000-1271

HAIRSEVEN 大阪市生野区 新今里１－７－１１０２　　 サービス ZN-2000-1673

シーシーラボ 大阪市生野区 新今里４－１－９　プライム今里１Ｆ　 サービス SL-2000-0795

Lily － bell リリーベル 大阪市生野区 生野西１－８－１８　 サービス SL-2000-4081

あい・メディカル 寺田町 大阪市生野区 生野西２－１－３６ サービス JS-0004-4324

丸善舎 生野本通店 大阪市生野区 生野西４－２２－１８ サービス JS-0003-8973

イースト 巽店 大阪市生野区 巽東２－１－６ サービス JS-0004-1802

ユキ動物病院 大阪市生野区 巽南３－１５－３ サービス JS-0004-7952

クプクプヘアー 大阪市生野区 巽南５－１－６　インフィルドハイツ１Ｆ サービス SL-2000-2659

サロンドマギー 大阪市生野区 田島６－１０－８　　 サービス ZN-2000-7165

MARCH coco 大阪市生野区 桃谷１－１１－２５ サービス JS-0000-3454

クリーニングシーガル 桃谷店 大阪市生野区 桃谷２－２８－１７ サービス JS-0005-4842

マルゼン薬局 桃谷店 大阪市生野区 桃谷２－９－１３ サービス JS-0000-5144

CoConhair 大阪市生野区 林寺２－２５－２３　　 サービス ZN-0002-7355

おかだ鍼灸整骨院 大阪市生野区 林寺４－１８－１７ サービス JS-0005-7100

カラオケジョイキング 大阪市生野区 巽北４－４－２７　　 エンターテインメント ZN-0001-7455


