
1 2020/8/4

［大阪市西成区］

加盟店名 所在地 ジャンル

うのう花園店 大阪市西成区 花園南１－７－２５　奥屋ハイツ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7626

一力 大阪市西成区 花園北２－１１－６ 飲食店 JS-0000-4874

鶏屋いちごいちえ天下茶屋店 大阪市西成区 岸里１－１－４０－Ｂ　　 飲食店 ZN-0001-7542

割烹たけ仲 大阪市西成区 岸里１－２－１　　 飲食店 ZN-0001-7582

Revo 大阪市西成区 岸里１－３－２１　１Ｆ 飲食店 JS-0004-2401

漁助岸里店 大阪市西成区 岸里３－１－２９　　 飲食店 ZN-0001-7541

ステーキ・鉄板居酒屋 鍛冶屋 大阪市西成区 玉出西１－１－４　グランパスエクシード１０Ｃ 飲食店 JS-0003-9789

焼肉うのう玉出店 大阪市西成区 玉出西１－４－３３　　 飲食店 ZN-0001-7535

焼肉の南大門 大阪市西成区 玉出西１－６－８　　 飲食店 ZN-0001-7608

蓮 大阪市西成区 玉出西２－１４－１２　 飲食店 SL-2000-0540

とりだん 玉出店 大阪市西成区 玉出西２－６－４ 飲食店 JS-0005-3086

寿し長 大阪市西成区 玉出中１－１２－２３　北川ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7616

Pizzeriacasa 大阪市西成区 玉出中２－１３－３１　　 飲食店 ZN-0001-7591

吉鳥玉出駅前店 大阪市西成区 玉出中２－１５－１９　　 飲食店 ZN-0001-7577

かつら亭 大阪市西成区 玉出中２－１５－２２　藤林ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7588

Genji 大阪市西成区 玉出東２－１４－４　グレース帝山１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7519

帝塚山 焼肉 匠 大阪市西成区 玉出東２－９－２２ 飲食店 JS-0003-8734

虎や 大阪市西成区 山王１－１－１０　天王寺パークヴィラ１０３　 飲食店 ZN-0001-7567

炭火やきとり とり鍋 輪 大阪市西成区 松１－２－９ 飲食店 JS-0002-9640

西成一番 大阪市西成区 太子２－３－１　　 飲食店 PK-0000-2651

焼肉 友園 大阪市西成区 太子２－４－１４ 飲食店 JS-0000-6143

鳥々家 大阪市西成区 天下茶屋２－６－１６　　 飲食店 ZN-2000-2811

春駒 大阪市西成区 天下茶屋３－２１－１５ 飲食店 JS-0000-0086

角屋 大阪市西成区 天下茶屋３－２－１４　　 飲食店 ZN-0001-7594

たゆたゆ天下茶屋本店 大阪市西成区 天下茶屋３－２３－２２　　 飲食店 ZN-2000-1082

萩之茶屋 鶴一本店 大阪市西成区 天下茶屋東１－１６－１８ 飲食店 JS-0003-2943

新 お多福 大阪市西成区 天神ノ森１－１５－１９ 飲食店 JS-0000-0816

炭火焼肉の牛萬 大阪市西成区 南津守４－１－８３　　 飲食店 ZN-0001-7587

私の部屋 大阪市西成区 南津守７－１３－３０ 飲食店 JS-0003-6273

ファーストアベニュー 大阪市西成区 岸里東１－１４－４　　 ショッピング PK-0000-2690

まちの自転車店リコ 玉出店 大阪市西成区 玉出西１－５－１ ショッピング JS-0005-0494

上島釣具店 大阪市西成区 玉出中２－１３－２５ ショッピング JS-0005-1443

Vessel 大阪市西成区 玉出東１－１０－１２ ショッピング JS-0000-7395

肉の Revo 大阪市西成区 玉出東２－９－２３　シャインマンション帝山１Ｆ ショッピング PK-0000-8647

阪口工芸 大阪市西成区 山王１－９－６ ショッピング JS-0003-1122

ライフオート 大阪市西成区 出城１－６－１４ ショッピング JS-0002-2428

花工房 あとりえ 大阪市西成区 出城３－２－９ ショッピング JS-0003-9364

有限会社 オールオート 大阪市西成区 中開１－２－１４　 ショッピング SL-2000-8917

こがね花園店 大阪市西成区 鶴見橋１－２－１ ショッピング JS-0004-0864

SECOND 大阪市西成区 鶴見橋３－２－２２ ショッピング JS-0005-0697
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1 番星津守店 大阪市西成区 南津守４－５－１８ ショッピング JS-0001-5688

Splendeur 大阪市西成区 梅南１－２－７ ショッピング JS-0002-5334

美容室ラヴィール 大阪市西成区 岸里３－７－１３　ルミエール岸ノ里１Ｆ　 サービス ZN-0003-0275

ヘアーハウス ANO 大阪市西成区 岸里東１－１５－１８　小川マンション サービス JS-0004-5098

ヘアファクトリー グロウ 大阪市西成区 岸里東２－６－７ サービス JS-0000-7854

ミカサイクル 大阪市西成区 玉出西１－１－４　グランパスエコシート１０Ａ　 サービス ZN-2000-1588

ヘアークラフトサン 大阪市西成区 玉出中２－６－１ サービス JS-0001-4050

らく動物病院 大阪市西成区 千本中２－５－２０　ベストレジデンス岸里 サービス JS-0000-4971

アポロきしのさと動物病院 大阪市西成区 潮路１－９－２８ サービス JS-0003-7780

美容室 ヘアヴェール 大阪市西成区 鶴見橋１－４－３４　２Ｆ サービス JS-0003-9695

ビューティサロン KAYOKO 大阪市西成区 天下茶屋３－２３－２２　 サービス SL-2000-3486

ReDio 大阪市西成区 天神ノ森１－４－１６ サービス JS-0000-7064

ピットサービス 2 ＆ 4 ダイコク 大阪市西成区 南津守３－５－２９ サービス JS-0003-9551

カラオケチャウチャウ玉出店 大阪市西成区 玉出中２－６－１３　　 エンターテインメント ZN-0001-7620

サウンドスタイル西成店 大阪市西成区 鶴見橋１－１６－３６　２Ｆ　 エンターテインメント ZN-2000-0972

エコノミー 大阪市西成区 花園南２－２－２４　 その他 SL-2000-5391

マルハチ洋服店 大阪市西成区 鶴見橋３－５－２４　 その他 SL-2000-4338


