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加盟店名 所在地 ジャンル

のらや深江橋店 大阪市城東区 永田４－１５－１１ 飲食店 JS-0005-9934

炭火焼肉 河内屋 京橋 大阪市城東区 蒲生１－１３－１６ 飲食店 JS-0000-6342

リストランテイルコンティヌオ 大阪市城東区 蒲生３－４－２０　　 飲食店 ZN-0001-7769

日本料理 蒲生庵 草薙 大阪市城東区 蒲生４－１０－５ 飲食店 JS-0004-8900

やきとりたづや蒲生 4 丁目店 大阪市城東区 蒲生４－１５－１３　　 飲食店 ZN-2000-5696

炉端まじめや蒲生四丁目店 大阪市城東区 蒲生４－１６－１１　１・２Ｆ 飲食店 ZN-0002-2002

かもん 大阪市城東区 蒲生４－１６－６ 飲食店 JS-0004-9293

肉匠紋次郎蒲生店 大阪市城東区 蒲生４－１６－６　　 飲食店 ZN-2000-5991

鶏爛漫関目店 大阪市城東区 関目３－４－６　　 飲食店 ZN-0001-7763

居酒屋ファミリー 大阪市城東区 関目５－１４－２７　　 飲食店 ZN-0001-7758

居酒屋宵な夜な倶楽部 大阪市城東区 関目５－１４－２９　　 飲食店 PK-0000-1879

La Granda Familio JOTO 大阪市城東区 関目５－１５－３４　大村ビル１Ｆ　 飲食店 SL-2001-1158

Pissi Pissi Tomo 大阪市城東区 関目５－１６－１　フジヤビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-8120

泳ぎふぐ専門 ふぐ吉 大阪市城東区 関目５－３－１６－１０３ 飲食店 JS-0003-0853

海鮮屋台 まいこ 関目店 大阪市城東区 関目５－４－７ 飲食店 JS-0001-8727

Monkey － kitchen 大阪市城東区 関目５－５－１　　 飲食店 ZN-2000-4893

居酒屋うまかっぺ大将 大阪市城東区 古市３－１４－７　　 飲食店 PK-0000-2784

炭火焼居酒屋 とりきち 大阪市城東区 今福西１－７－２ 飲食店 JS-0004-8193

とりだん 蒲生四丁目店 大阪市城東区 今福西１－８－１２ 飲食店 JS-0004-1066

酒×めし真剣 大阪市城東区 今福西３－１－４　アキックスＧ４ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7770

炉ばた焼鮮矢 大阪市城東区 今福西３－２－２　　 飲食店 ZN-0001-7686

かふぇ Be － Yan 大阪市城東区 今福西３－３－５　池田マンション１Ｆ　 飲食店 PK-0000-6601

インド料理レストラン RANI 大阪市城東区 今福西３－７－２９　２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7746

地酒とさかなの店みつや 大阪市城東区 今福西３－８－１３　　 飲食店 ZN-2000-5411

とんかつ とん娘 大阪市城東区 今福西３－８－１８ 飲食店 JS-0003-1248

今福酒場ペイジ 大阪市城東区 今福西３－８－２６ 飲食店 JS-0003-0753

UNKNOWN 大阪市城東区 今福東１－６－１１ 飲食店 JS-0003-3160

オステリア ルチアーノ 大阪市城東区 今福東１－７－５ 飲食店 JS-0002-9252

蛸焼き炭火 満家本店 大阪市城東区 今福東１－９－１６ 飲食店 JS-0005-0403

Cafe ＆ Dining きまぐれ 大阪市城東区 今福東１－９－１６　１Ｆ　 飲食店 PK-0000-4924

串揚げと季節一品料理 爛漫 大阪市城東区 今福東２－４－３ 飲食店 JS-0000-9820

居酒屋ちゃが楽今福店 大阪市城東区 今福東２－７－２６　　 飲食店 ZN-0001-7705

焼とり居酒屋 吉鳥 大阪市城東区 今福東２－７－２６－１０５ 飲食店 JS-0000-3908

新市 大阪市城東区 鴫野西１－６－２　　 飲食店 ZN-0001-7742

吉鳥 鴫野店 大阪市城東区 鴫野西２－１０－１２ 飲食店 JS-0001-9506

吉鳥鴫野駅前店 大阪市城東区 鴫野東２－２３－１２　　 飲食店 ZN-0001-7729

宝隆丸 大阪市城東区 鴫野東３－１－２　駅前店　 飲食店 ZN-2000-1721

たこ焼き酒場 くれおーる 京橋南口店 大阪市城東区 新喜多１－３－２ 飲食店 JS-0002-9145

うどん酒場 はちまん 大阪市城東区 森之宮１－６－１１１　ＮＬＣ森之宮ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-4246

いちず 大阪市城東区 諏訪２－４－２５　　 飲食店 ZN-0001-7747
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イタリア家庭料理の店 ポコアポコ 大阪市城東区 諏訪４－１１－１７　 飲食店 SL-2000-5553

とりだん 深江橋店 大阪市城東区 諏訪４－３－１ 飲食店 JS-0004-8839

焼肉有頂天 大阪市城東区 諏訪４－４－１８　毎日産業ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7721

とり食堂まじか 大阪市城東区 成育３－２－１１　　 飲食店 ZN-2000-2870

一本勝ち 大阪市城東区 成育５－１９－９－１０１ 飲食店 JS-0003-9075

焼肉双基 大阪市城東区 成育５－２－２　　 飲食店 ZN-0001-7773

肉匠くら乃 大阪市城東区 成育５－２２－１０　　 飲食店 ZN-0001-7718

焼鳥酒場 彩鳥屋 大阪市城東区 成育５－２３－２　パークプラザ森小路１０５ 飲食店 JS-0004-7188

韓国炉端ヒッパラン 大阪市城東区 成育５－２３－２　パークプラザ森小路１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7774

梅蘭蒲生店 大阪市城東区 中央１－１３－１８　角屋がもよんビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4596

焼肉美食亭いわや 大阪市城東区 中央１－１３－１８　角屋がもよんビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4660

おもてなし ときわ 大阪市城東区 中央１－５－７ 飲食店 JS-0002-6610

炭火やきとり じゅまん 大阪市城東区 中央１－５－８　メゾン京橋１Ｆ 飲食店 JS-0001-1898

松竹亭 中浜店 大阪市城東区 中浜２－１４－１１ 飲食店 JS-0002-7874

鉄板焼ダイニング ヴィラージュ 大阪市城東区 中浜２－１６－２ 飲食店 JS-0001-0447

緑橋 海南亭 大阪市城東区 東中浜３－２－２２ 飲食店 JS-0003-1444

焼肉亀や 大阪市城東区 東中浜３－３－１　　 飲食店 ZN-0001-7768

居酒屋味力亭 大阪市城東区 東中浜３－４－１３　松永ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0752

モーターサイクルアトリエクリエーション 大阪市城東区 永田４－１１－１　　 ショッピング ZN-2000-0740

LEONARDO 大阪市城東区 蒲生４－１－２７ ショッピング JS-0001-7354

株式会社村上佛檀 大阪市城東区 蒲生４－１６－１３ ショッピング JS-0001-8754

BOOKMARKET 関目店 大阪市城東区 関目１－２－１１ ショッピング JS-0002-3787

吉鳥 関目店 大阪市城東区 関目１－２－１１ ショッピング JS-0005-3070

healthy ＆ beautysa 大阪市城東区 関目５－６－９　ヤマサ関目マンション３０１　 ショッピング PK-0000-2469

はなまる薬局 大阪市城東区 古市３－２４－１　　 ショッピング PK-0000-8561

三千円メガネ 蒲生店 大阪市城東区 今福西１－６－２ ショッピング JS-0001-4591

ラブラーク 大阪市城東区 今福西５－４－２５ ショッピング JS-0003-4454

j ー port 今福鶴見 大阪市城東区 今福東１－１０－５　今福ファミリータウンイズミヤ３Ｆ ショッピング JS-0005-8948

勾玉の輪 大阪市城東区 今福東２－１２－１３ ショッピング JS-0005-7805

メガネのかとう 城東本店 大阪市城東区 今福東２－７－２６－１０１ ショッピング JS-0002-7991

HASHO 大阪市城東区 鴫野西３－５－２８ ショッピング JS-0004-2772

SUNFAST 城東本店 大阪市城東区 鴫野東３－２９－１　　 ショッピング ZN-0002-2865

SUN 森ノ宮本店 大阪市城東区 森之宮２－４－２９　　 ショッピング ZN-2000-0286

BENE 大阪市城東区 中央１－４－２２ ショッピング JS-0003-7214

ajisai ＋ 大阪市城東区 中央１－６－１ ショッピング JS-0003-4370

クリーニングショップ中村 1 大阪市城東区 中央１－７－３０　　 ショッピング PK-0000-7593

style 大阪市城東区 中央３－１０－２０　シャルマンコーポ野江第１期１１０ ショッピング ZN-2000-1539

さのや化粧品店 大阪市城東区 東中浜６－１１－５ ショッピング JS-0004-0493

城東みなみ動物病院 大阪市城東区 永田４－１６－１６ サービス JS-0003-2435

gluck 大阪市城東区 関目３－１５－１　リトルレイク５　１Ｆ サービス JS-0001-8680

RUTICA by DOLCE 大阪市城東区 関目３－４－１１ サービス JS-0001-7980

Hair salon lien 大阪市城東区 関目３－４－５　オクノビル１Ｆ サービス JS-0003-8848

クリーニングトラヤ 関目店 大阪市城東区 関目３－４－６ サービス JS-0003-3271

しろまよし子の美容室 大阪市城東区 関目３－６－６ サービス JS-0005-0186
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泉音 大阪市城東区 関目３－７－１８　　 サービス ZN-0002-7157

ラルカンシエル 大阪市城東区 関目５－１４－２４　コーポ関目１Ｆ　 サービス ZN-0003-0322

パイン薬局 大阪市城東区 関目５－１６－１９　１０５ サービス JS-0001-3194

美容室 ヘアランド 大阪市城東区 関目５－２－６ サービス JS-0000-5319

マイルストン 大阪市城東区 古市３－４－１１　　 サービス ZN-0002-6442

TONAIatil 大阪市城東区 今福西１－６－１　　 サービス ZN-0003-0296

NUUK 大阪市城東区 今福西１－６－１９ サービス JS-0003-4885

髪笑活粋 大阪市城東区 今福西１－９－１１　城東第８ビル１Ｆ　 サービス ZN-0003-0319

room 大阪市城東区 今福東１－１０－５ サービス JS-0003-4880

レマンシューズ 今福店 大阪市城東区 今福東１－１０－５ サービス JS-0004-8179

ヘアーハウス タンテ 大阪市城東区 今福東１－６－１１　スギタ今福東ハイツ１Ｆ サービス JS-0002-9755

美容室 アトリエ リアン 大阪市城東区 今福東１－８－２８ サービス JS-0000-3307

Lupinus 大阪市城東区 今福南４－１５－３　 サービス SL-2000-8026

COUCH HAIR DRESSING 大阪市城東区 今福南４－８－６　カントリーオブ今福１Ｆ サービス JS-0005-6958

きょうばし鍼灸整骨院 大阪市城東区 鴫野西１－８－３１ サービス JS-0003-3385

株式会社 Progress 大阪市城東区 鴫野西３－５－３６ サービス JS-0002-8463

fine care make 大阪市城東区 鴫野西５－１２－８　ドルチェ城東１Ｆ サービス JS-0004-7249

クウ DOG ＆ CAT CLINIC 鴫野 大阪市城東区 鴫野西５－２２－２０ サービス JS-0003-6541

tete 大阪市城東区 鴫野東１－１４－８　　 サービス ZN-2000-1696

DOLCE HAIR 大阪市城東区 鴫野東２－１１－１０ サービス JS-0001-8020

hair ＆ makeKOKORO 大阪市城東区 新喜多１－１－１０　アローヘッド京橋１Ｆ サービス JS-0001-2105

edu． 大阪市城東区 新喜多１－２－７－２０１ サービス JS-0001-2821

ぷらす整骨院 京橋院 大阪市城東区 新喜多１－４－６８ サービス JS-0003-1109

コラゾン事業部 大阪市城東区 森之宮２－４－３０ サービス JS-0003-4468

ビビッドヘアー深江橋店 大阪市城東区 諏訪３－１－２０　　 サービス ZN-0002-9931

K’S GALLERY EAST 大阪市城東区 諏訪４－１－１６ サービス JS-0002-4195

Abflug 大阪市城東区 成育１－４－１５　１Ｆ サービス JS-0004-1045

STAGENOE 大阪市城東区 成育１－６－６　リア成育１Ｆ　 サービス ZN-0003-0314

美容室 moana 大阪市城東区 成育２－１－４ サービス JS-0000-0107

サロンド ルナ 大阪市城東区 成育２－３－１５　グランドピア成育１Ｆ サービス JS-0003-2259

N 大阪市城東区 成育３－１０－１４　D-HOUSE １Ｆ サービス JS-0003-9796

PADREhair 別館 大阪市城東区 成育５－１０－２２　　 サービス ZN-0003-0310

UNICA HAIR 大阪市城東区 中央１－１２－２３ サービス JS-0002-6886

nail salon ＆ Room 大阪市城東区 中央１－１３－１３　村上実業ビル２Ｆ サービス JS-0003-9832

hair ＆ spa Luster 大阪市城東区 中央１－７－８　リアン中央１Ｆ サービス JS-0000-6854

ヘアーポートナガサキ 大阪市城東区 中浜３－１７－２　　 サービス ZN-0002-9927

living 大阪市城東区 放出西２－１－４５　　 サービス ZN-0003-0305

hair salon Re：search 大阪市城東区 野江４－１０－１３　クリエイト野江内代１Ｆ　 サービス ZN-2000-2634

hinadeli 大阪市城東区 関目１－２－１３　 その他 SL-2000-6150

エフルーム 大阪市城東区 関目３－１２－１２　 その他 SL-2000-6135

ゆうき工房 大阪市城東区 関目３－４番５号　第２奥野ビル１Ｆ その他 SL-2001-1159


