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［大阪市北区（サービス）］

加盟店名 所在地 ジャンル

ルイス 大阪市北区 角田町１－１７　SIDE TRIP １１　８・９Ｆ　 サービス ZN-2000-5930

リラクゼーションサロンラウレア 大阪市北区 紅梅町１－２２　コンフォ－ト大阪天満宮１Ｆ　 サービス PK-0000-4979

drif 大阪市北区 紅梅町２－６　昭和ビル２０１ サービス SL-2000-7894

ANOKA HAIR   アノカヘア 大阪市北区 紅梅町５－５　 サービス SL-2000-0327

SUGURE 自転車 大阪市北区 国分寺１－６－６　　 サービス ZN-0002-6466

felicita 天六店 大阪市北区 国分寺１－７－１１　ＫＨビル２Ｆ　 サービス ZN-0003-0157

Twinkle Jewel 大阪市北区 国分寺２－１－１４　アコムビル４Ｆ サービス JS-0003-4415

kelopak bunga 大阪市北区 黒崎町１２－１９ サービス JS-0001-5915

aisle 大阪市北区 黒崎町３－１２　アーバネックス黒崎町１Ｆ サービス JS-0004-1998

total style design 大阪市北区 芝田１－１０－１０　芝田グランドビル６０４ サービス JS-0004-0143

dresssalon Lovin 大阪市北区 芝田１－１０－１０　芝田グランドビル８０５ サービス JS-0002-5484

リリーオン 梅田店 大阪市北区 芝田１－１０－１０　芝田グランドビル８Ｆ サービス JS-0004-8918

gratify 梅田店 大阪市北区 芝田１－１２－７　大栄ビル新館９Ｆ サービス JS-0005-4838

グレースフルガーデン 阪急 17 番街店 大阪市北区 芝田１－１－４　ターミナルビル６Ｆ サービス JS-0001-4555

SyiSyu 梅田店 大阪市北区 芝田１－４－１４　芝田町ビル９Ｆ サービス JS-0001-2245

LUNATESORO 大阪市北区 芝田１－５－１２－２０２　　 サービス ZN-0002-7126

PRIDE io 大阪市北区 芝田１－５－２　大和ビル２Ｆ サービス JS-0000-5650

Bodysh 阪急梅田芝田店 大阪市北区 芝田２－１－１　阪急芝田町ビル９Ｆ サービス JS-0001-9077

LaBless 大阪市北区 芝田２－２－１　４Ｆ サービス ZN-0003-0163

SyiSyueyelash 梅田店 大阪市北区 芝田２－５－６　ニュー共栄ビル４０３ サービス JS-0001-6660

MOANA 梅田芝田店 大阪市北区 芝田２－８－１１　共栄ビル２Ｆ サービス JS-0003-8920

＿ 13 大阪市北区 芝田２－８－３１　第３東洋ビルＢ１Ｆ サービス JS-0000-5954

amelie 大阪市北区 芝田２－８－７　八木ビル４０１　 サービス ZN-0003-0148

ブリリオ 梅田店 大阪市北区 芝田２－９－１７　マエダビル３０２ サービス JS-0004-8829

雫 大阪市北区 松ケ枝町４－１７ サービス JS-0003-3374

ミューク バイ スニップ 大阪市北区 菅栄町２－１８　　 サービス ZN-0002-9884

PhotoStudioNEwYoRkNE 大阪市北区 菅原町１０－１２　ジーニス大阪１Ｆ サービス JS-0002-0953

ネイルサロン オートクチュール 大阪市北区 西天満１－６－１　FUJI ビル２Ｆ サービス JS-0003-6131

HAL’z 大阪市北区 西天満３－１０－７ サービス JS-0000-8744

はんぷ株式会社 大阪市北区 西天満３－５－４　アカシヤビル１Ｆ サービス JS-0001-7875

ミュウ工房チェンジアップ 大阪市北区 西天満４－１０－６　エスペランサ西天満１０１　 サービス ZN-2000-3826

ARCS － HAIR 大阪市北区 西天満４－１２－１７　サンキムラビル３Ｆ サービス JS-0002-1289

ギャラリー白 大阪市北区 西天満４－３－３ サービス JS-0003-2753

コハク 大阪市北区 西天満４－５－１６　二見老松ビル１０２ サービス JS-0003-7348

ジャストインタイム 西天満 大阪市北区 西天満５－１５－８ サービス JS-0003-7080

ひのき整骨院 大阪市北区 西天満５－９－３　アールビル１Ｆ サービス JS-0003-3208

BALANTES 大阪市北区 曾根崎１－４－６　新御堂筋ビル３Ｆ サービス JS-0002-5110

Hair salon Zoo 大阪市北区 曾根崎２－１０－２９　曽根崎興栄ビル３Ｆ サービス JS-0001-8426

Totia 大阪市北区 曾根崎２－３－２　梅新スクエア３０２　 サービス ZN-0003-0169

ApiuzHair 梅田 大阪市北区 曾根崎２－７－４　七寶ビル２Ｆ　 サービス ZN-0002-9797

SHOP SMALL® Amex で 30％キャッシュバック

対象加盟店リスト



2 2020/9/15

［大阪市北区（サービス）］

加盟店名 所在地 ジャンル

ネイルサロン アディーテ 大阪市北区 曾根崎新地１－１１－２　ウスキビル１Ｆ サービス JS-0003-5784

VELOURS 大阪市北区 曾根崎新地１－３－１９　北新地ビルディング８Ｆ　 サービス ZN-2000-2710

SET SALON Gorilla 大阪市北区 曾根崎新地１－３－２９　リップルＭＡＸビル８Ｆ サービス JS-0004-6909

AVANCE 西梅田店 大阪市北区 曾根崎新地１－４－２０　桜橋ＩＭビル　 サービス ZN-0002-7338

Re － bodica 大阪市北区 曾根崎新地１－４－２０　桜橋ＩＭビル１２Ｆ サービス JS-0003-2474

ヘアーサロン ブラックチェリー 大阪市北区 曾根崎新地１－６－２１　イトヤビル５Ｆ サービス JS-0002-6759

SETSALON Fleur 大阪市北区 曾根崎新地１－６－２１　栄和ビル３Ｆ サービス JS-0002-0276

ラビッシュポー 大阪市北区 曾根崎新地１－６－８　平川ビル２Ｆ　 サービス ZN-0003-0150

セットサロン カルネ 大阪市北区 曾根崎新地１－７－３　北新地プラザビル８Ｆ サービス JS-0000-6875

LIEN 大阪市北区 曾根崎新地１－９－１０　GOTS 永楽町３Ｆ　 サービス ZN-0002-7340

FrancBear 大阪市北区 曾根崎新地１－９－２　岸本ビルＢ１Ｆ　 サービス ZN-0002-7337

Bonheur 西梅田 大阪市北区 曾根崎新地２－１－１３　曽根崎澤田ビル５Ｆ　 サービス ZN-0003-0155

FIX ー hair 梅田 大阪市北区 曾根崎新地２－１－１５　長瀧ビル２Ｆ サービス JS-0005-9922

nailsalonSOU 西梅田店 大阪市北区 曾根崎新地２－２－１６　西梅田ＭＩＤビルＢ１Ｆ サービス JS-0001-9230

ナンバーオンズ 大阪市北区 曽根崎２－１－１２　国通ビル８０５ サービス JS-0005-9016

Alma 梅田 大阪市北区 曽根崎２－６－２　ＳＴ曽根崎ビル５Ｆ サービス JS-0005-8711

ルディア 堂島店 大阪市北区 曽根崎新地２－４－１４　エトワール北新地１０１ サービス JS-0005-1793

BIZEeclat 大阪市北区 太融寺町２－１７　太融寺ビル２Ｆ　 サービス ZN-2000-4982

EYELASHSALONBeauty 大阪市北区 太融寺町２－１７　太融寺ビル３Ｆ　 サービス ZN-0002-4954

liito 大阪市北区 大淀中１－１３－１９　ＳＵビルディング２Ｆ サービス JS-0004-8260

Libra 大阪市北区 大淀中３－１－２５　メゾンドールハーヴェスト１Ｆ サービス JS-0000-7842

菊川モータース 大阪市北区 大淀中３－５－２４ サービス JS-0005-4697

3 Beauty ＆ Barbar 大阪市北区 大淀南３－９－２２　アクア西梅田１０１ サービス JS-0004-6658

BF GRANDE NU 茶屋町 大阪市北区 茶屋町１０－１２　ＮＵ茶屋町４Ｆ サービス JS-0000-5574

ヘッドスパ専門サロンスカルクイック大阪店 大阪市北区 茶屋町１０－１２　ＮＵ茶屋町４Ｆ サービス JS-0003-6599

GIENROUGE 大阪市北区 茶屋町１０－６　８Ｆ　　 サービス ZN-0003-0162

Bonheur 梅田 大阪市北区 茶屋町１－１　共信梅田ビル　　 サービス ZN-0003-0156

ミスタークイックマン 梅田 OPA 店 大阪市北区 茶屋町１－２７　梅田オーパＢ２Ｆ サービス JS-0005-0752

La・Bless 梅田オーパ 大阪市北区 茶屋町１－２７　梅田オーパＢ２Ｆ　 サービス ZN-2000-5003

リー梅田店 大阪市北区 茶屋町１３－６　ＴＡＧ茶屋町７Ｆ　 サービス ZN-2000-5048

IMAGINE 梅田茶屋町 大阪市北区 茶屋町１－５２　コモド梅田ビル２Ｆ　 サービス ZN-0002-9883

GIENUMEDA 大阪市北区 茶屋町４－１３　５Ｆ　　 サービス ZN-0002-7334

gif．hair 大阪市北区 茶屋町６－２０　吉田茶屋町ビル１Ｆ　 サービス ZN-0003-0173

AVANCE．CROSS 梅田店 大阪市北区 茶屋町６－２０　吉田茶屋町ビル２Ｆ　 サービス ZN-0003-0154

Bodysh 茶屋町店 大阪市北区 茶屋町６－２３　松柏ビル８Ｆ サービス JS-0001-8933

キャンディポケット 梅田店 大阪市北区 茶屋町６－２３　松柏ビル８Ｆ サービス JS-0003-5693

キャンディモア 梅田店 大阪市北区 茶屋町６－２３　松柏ビル８Ｆ サービス JS-0003-6716

BuzzBee 大阪市北区 茶屋町８－３　 サービス OT-0000-0286

hair ＆ MakeFlower 大阪市北区 茶屋町８－３　ロック茶屋町ビル３Ｆ　 サービス ZN-0003-0145

Hair ＆ Relax ONE 大阪市北区 中崎１－７－２ サービス JS-0000-1655

Ensana 大阪市北区 中崎３－２－２９　２Ｆ　　 サービス PK-0000-8163

Anela 大阪市北区 中崎３－４－１３　プリマクラッセ１０１Ａ サービス JS-0000-3711

liabyDefi 大阪市北区 中崎西２－１－１　ゼネラルビル７Ｆ　 サービス ZN-0003-0171

B2CUmeda 大阪市北区 中崎西２－２－４　　 サービス ZN-0002-7124
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B2C ヘアサロン 大阪市北区 中崎西２－２－４　藤ビル３Ｆ　 サービス ZN-0002-7333

Little Lulu Umeda 大阪市北区 中崎西３－３－４３　北大阪中崎第２ビル２Ｆ　 サービス ZN-2000-5719

Be － spin 大阪市北区 中津１－１３－１３　西川ビル１０２　 サービス ZN-2000-1552

Laut 大阪市北区 中津１－１７－２５　中津インタービル２Ｆ　 サービス ZN-0002-9887

Regottz 大阪市北区 中津１－７－１３ サービス JS-0001-1532

Relafeel 大阪市北区 中津２－３－１０　トライスタービル５Ｆ サービス JS-0001-7311

Regottz dua putri 大阪市北区 中津３－４－３５　コーポ中津１Ｆ サービス JS-0001-1534

ミスタークイックマン 本部工房 大阪市北区 中津６－３－１０　ミスタークイックマン本社内 サービス JS-0004-3355

ビューティーサロン 大阪市北区 中之島３－２－４　コンラッド大阪３８Ｆ サービス JS-0003-1168

ぷらす整骨院 天六院 大阪市北区 長柄西１－２－１ サービス JS-0003-1107

からだラボ 大阪市北区 長柄西１－７－３１　なにわの湯 サービス JS-0002-7800

しろきた動物病院 大阪市北区 長柄西２－１－１　カーサソレアード１０２ サービス JS-0001-1667

emma 梅田店 大阪市北区 鶴野町２－１　梅田タナダビル３Ｆ　 サービス ZN-2000-3275

eyelash salon MOANA 大阪市北区 鶴野町２－８　鶴野ビル５Ｆ サービス JS-0002-7707

Device 梅田 大阪市北区 鶴野町３－１７　ファーストＮビル６Ｆ サービス JS-0005-1146

フラフワアイラッシュ 大阪市北区 鶴野町３－１７　ファーストＮビル７０３ サービス JS-0004-1840

美容室 リフォース 大阪市北区 天神橋１－１８－１　藤田ビル１Ｆ サービス JS-0004-0973

Noa 大阪市北区 天神橋２－３－５　サンスティル南森町２０１ サービス JS-0002-9889

Aglansh 大阪市北区 天神橋２－４－１４　４Ｆ サービス JS-0004-0594

ウノプリール南森町店 大阪市北区 天神橋２－４－１６　大研ビル２Ｆ　 サービス ZN-0003-0172

天満宮 小林整骨院 大阪市北区 天神橋２－４－９　メゾン尾上１Ｆ サービス JS-0003-3215

メイト 1 大阪市北区 天神橋２－５－１８　２Ｆ サービス JS-0001-2822

ぷらす整骨院 南森町院 大阪市北区 天神橋２－５－２６　ギャラリービル１０２ サービス JS-0003-1106

GAJIN eii 大阪市北区 天神橋３－２－１４　　 サービス ZN-0002-7125

E’RICADONNA 大阪市北区 天神橋３－２－２９　立川ビル２Ｆ　 サービス ZN-0002-4934

ANIMATO 自転車 大阪市北区 天神橋３－３－１０　　 サービス ZN-0002-6467

H by piece of cake 大阪市北区 天神橋３－９－１１　グランピア扇町２Ｆ サービス JS-0005-8787

alu － ti 大阪市北区 天神橋５－１－９　　 サービス ZN-0002-7123

ユアーズ薬局 大阪市北区 天神橋５－５－３２ サービス JS-0000-3141

Hair ＆ MakeLee 天神橋店 大阪市北区 天神橋５－７－１０　さかしん天神橋ビル１Ｆ　 サービス ZN-0003-0158

天神 小林整骨院 大阪市北区 天神橋５－８－１２ サービス JS-0003-3216

Bodysh 天神橋筋六丁目店 大阪市北区 天神橋５－８－２７　フミヤビル２Ｆ サービス JS-0003-8232

ナチュラルガーデン 天神橋店 大阪市北区 天神橋６－６－１９　エレガントビル南館２Ｆ サービス JS-0002-6611

マルゼン薬局 大阪市北区 天神橋６－７－１４ サービス JS-0000-4840

Hair Salon MATARI 大阪市北区 天満４－１６－１３－　１Ｆ サービス JS-0001-0444

フォトスタジオ gemme 大阪市北区 兎我野町５－１５　商都ビル５０２　 サービス ZN-2000-4852

アンクロエ南森町 大阪市北区 東天満１－１１－１３　AXIS 南森町ビル２０３ サービス JS-0001-7047

HairRelaxationlaule’ 大阪市北区 東天満２－１０－３２　エクセレント南森町１Ｆ サービス JS-0002-9947

hairstudio OLIVE 南森町店 大阪市北区 東天満２－１０－４１　 サービス SL-2000-0147

弱酸性美容室 pour votre sourire（プールヴットスリール） 大阪市北区 東天満２－８－１３　平和相互ビル２Ｆ　 サービス SL-2000-6002

Swell HAIR design 大阪市北区 同心１－２－１１　 サービス SL-2000-0027

nailsalon Mint 大阪市北区 同心２－１５－２３－１０１ サービス JS-0004-2459

Decollage 大阪市北区 堂山町１－２　Ｒ＆Ｅビル７Ｆ サービス JS-0004-1313

ボディケアボディ 梅田店 大阪市北区 堂山町１５－１５　鳳城ビル６Ｆ サービス JS-0002-8416
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lamoana 梅田堂山店 大阪市北区 堂山町１７－１１　米山ビル２Ｆ サービス JS-0005-9370

gratify plus 大阪市北区 堂山町１８－１７　梅田スズキビル２Ｆ サービス JS-0005-7155

SEVEN SENSE 大阪市北区 堂山町１８－１７　梅田スズキビル４Ｆ サービス JS-0000-7516

ルミエール 東梅田店 大阪市北区 堂山町１８－２　若杉東梅田ビル１３Ｆ サービス JS-0004-6181

DOUCE 大阪市北区 堂山町１８－３　出口梅田ビル４Ｆ　 サービス ZN-0003-0164

エコー 大阪市北区 堂山町１８－３　出口梅田ビル５Ｆ サービス JS-0005-6344

Defi 梅田店 大阪市北区 堂島２－１－２　中村屋ビル２Ｆ　 サービス ZN-0003-0167

西梅田 小林整骨院 大阪市北区 堂島２－１－４０　新堂島ビル２Ｆ サービス JS-0003-3220

croix 大阪市北区 堂島２－１－４０　新堂島ビル３Ｆ　 サービス ZN-0003-0160

CATHEDRAL CUT HEADS 大阪市北区 堂島２－２－３８　宝寿ビル４Ｆ サービス JS-0002-8229

koa 大阪市北区 堂島２－３－３６　神産堂島ビル４Ｆ サービス JS-0004-4566

es 大阪市北区 堂島浜１－４－１８　堂島森本ビル５Ｆ　 サービス ZN-0003-0152

es 大阪市北区 堂島浜１－４－１８　堂島森本ビル７Ｆ　 サービス ZN-0003-0151

ロボコン 大阪市北区 南森町２－３－２７　三陽ビル１Ｆ サービス JS-0005-7013

free nail 梅田店 大阪市北区 梅田１－１１－４　梅田駅前第４ビル２Ｆ サービス JS-0002-4257

Cloeumeda 大阪市北区 梅田１－１－３　大阪駅前第３ビル１Ｆ　 サービス ZN-0002-9796

アールエイチワイ音楽教室大阪梅田 2 Ｆ 大阪市北区 梅田１－１－３　大阪駅前第３ビル２Ｆ サービス JS-0004-7339

Nailsalon MaHaLo 大阪市北区 梅田１－２－２　大阪駅前第２ビルＢ１Ｆ サービス JS-0002-9486

ループ 大阪市北区 梅田１－２－２　大阪駅前第２ビルＢ１Ｆ サービス JS-0004-9357

肉屋の串カツ丸力 大阪駅前店 大阪市北区 梅田１－２－２　大阪駅前第２ビルＢ２Ｆ サービス JS-0002-1674

理容 ユイ 大阪市北区 梅田１－２－２　大阪駅前第２ビルＢ２Ｆ サービス JS-0003-5071

TREVOR DE’RTISAN 大阪市北区 梅田１－３－１　大阪駅前第 1 ビルＢ１Ｆ サービス JS-0000-3512

TREVOR 大阪市北区 梅田１－３－１　大阪駅前第 1 ビルＢ１Ｆ サービス JS-0000-3525

アーユルヴェーダ WITH 大阪市北区 梅田１－３－１　大阪駅前第 1 ビルＢ２Ｆ サービス JS-0003-6959

一二三堂梅田整骨鍼灸院 大阪市北区 梅田１－３－１　大阪駅前第 1 ビルＢ２Ｆ サービス JS-0005-1177

ピュア 坪内 大阪市北区 梅田１－８－１６　ヒルトンプラザイーストＢ１Ｆ サービス JS-0002-8385

ウェディングサロンイノウエ大阪梅田本店 大阪市北区 梅田１－８－１７　大阪第一生命ビル２Ｆ サービス JS-0002-5386

Menon 大阪市北区 梅田２－５－５　桜橋ホワイトビル５Ｆ サービス JS-0000-8117

DRAMA 大阪市北区 浮田１－４－１５　プリマ梅田東１０１　 サービス ZN-0003-0165

LANI 大阪市北区 浮田１－６－１０　６１０ビル２Ｆ サービス JS-0005-2444

Cache Nakazaki 大阪市北区 浮田１－６－８　２Ｆ サービス JS-0003-0713

大阪自動車美装工業 大阪市北区 豊崎１－３－４ サービス JS-0004-1257

COCCO 大阪市北区 豊崎２－４－５ サービス JS-0001-5617

NACHUNAIL 大阪市北区 豊崎３－１０－２　I&F 梅田ビル１２０６ サービス JS-0005-5436

FERIAnail 梅田 大阪市北区 豊崎３－１０－２　I&F 梅田ビル８Ｆ　 サービス ZN-2000-5688

ピンク ウメダ 大阪市北区 豊崎３－９－７　いずみビルＢ１Ｆ サービス ZN-0003-0168

Dali HAIR DESIGN 大阪市北区 豊崎５－７－８－２０１　　 サービス ZN-0002-7144

Head Room Distin 大阪市北区 豊崎５－８－２－４０３　 サービス SL-2000-4225

扇町スタジオ 大阪市北区 末広町３－２１　扇町センタービル５０６ サービス JS-0001-9408

有限会社 Office SHAGA 大阪市北区 末広町３－２１　扇町センタービル５０６ サービス JS-0004-2973

HAIRMAKE an 大阪市北区 与力町４－１２　シャンテ与力町１Ｆ サービス JS-0003-2575

Regottz tiga nenek 大阪市北区 与力町７－１２ サービス JS-0002-5836

facial salon R． 大阪市北区 浪花町１０－１２　天神橋クイーン１Ｆ サービス JS-0004-0145

Lop 大阪市北区 浪花町４－１４ サービス SL-2000-4107
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加盟店名 所在地 ジャンル

Eternity 大阪市北区 浪花町４－１６　エターナル３２Ｆ サービス JS-0005-8782


