
２０１９年１２月２６日　現在

店名 所在地 業種

守口 焼肉いちばん守口店 守口市佐太中町3-2-25 飲食店

守口 ほっかほっか亭佐太中町店 守口市佐太中町3-9-16 飲食店

守口 フジタ商店 守口市佐太中町4-19-6 衣料品・寝具

守口 木曽路守口店 守口市佐太中町4-2-14 飲食店

守口 洋服の青山　守口店 守口市佐太中町4-2-23 衣料品・寝具

守口 前田商店 守口市佐太中町5-1-4 その他小売業

守口 リカ－ショップ　サタ 守口市佐太中町5-4-17 その他小売業

守口 キリン堂守口佐太中町店 守口市佐太中町6-22-1 市販薬・化粧品

守口 びっくりドンキー　守口店 守口市佐太中町6-22-2 飲食店

守口 スーパー銭湯ユーバス守口店 守口市佐太中町6-23-26 その他サ－ビス業

守口 すすめ！ヴァイキング守口店 守口市佐太中町7-15-10 飲食店

守口 おぶつだんの志喜屋 守口市佐太中町7-20-10 その他小売業

守口 (有)渡辺電化サ－ビス 守口市佐太中町7-4-4 その他小売業

守口 Ｃａｆｅ＆Ｄｉｎｉｎｇ　on℃ 守口市大日町1-2-1ﾗﾊｰト大日ビル　2Ｆ 飲食店

守口 日産大阪販売(株)　守口大日店 守口市大日町2-1-17 その他小売業

守口 ファミリーマート　守口大日駅前店 守口市大日町2-1-18 その他小売業

守口 セブンイレブン守口大日町2丁目店 守口市大日町2-1-34 生鮮・一般食品

守口 久我商店 守口市大日町2-17-23 その他小売業

守口 ヤマザキショップ　村橋 守口市大日町2-29-5 その他小売業

守口 吉野家　FC大日店 守口市大日町3-1-13 飲食店

守口 はるやま守口大日店 守口市大日町3-12-55 衣料品・寝具

守口 ニトリ　守口大日店 守口市大日町3-12-59 生活用品

守口 リンリン守口店 守口市大日町3-4-32 その他小売業

守口 釜揚うどんやしま守口本店 守口市八雲中町1-24-4 飲食店

守口 ローソンパナソニック前店 守口市八雲中町3-1-2 その他小売業

守口 ドラッグコスモス八雲中町店 守口市八雲中町3-13-47 市販薬・化粧品

守口 ㈱トヨタレンタリース大阪守口店 守口市八雲中町3-13-77 その他サ－ビス業

守口 八雲クリ－ニング 守口市八雲西町2-10-5 その他サ－ビス業

守口 ＫＢＣ電化八雲店 守口市八雲西町2-12-7 その他小売業

守口 ビューティ・サロン・クジャク　 守口市八雲西町2-12-9 理美容

守口 食品館アプロ　守口八雲店 守口市八雲西町2-15-18 生鮮・一般食品

守口 山西履物店 守口市八雲西町2-15-20 その他小売業

守口 藤田サイクル 守口市八雲西町2-16-22 その他小売業

守口 トリーゴ　八雲店 守口市八雲西町2-24-7 エイトアベニュー101 生鮮・一般食品

守口 ビューティーサロン　エミ 守口市八雲西町2-5-13 理美容

守口 やなぎだ鍼灸整骨院 守口市八雲西町2-6-9 その他サ－ビス業

守口 中井米穀・酒店 守口市八雲西町3-2-13 その他小売業

守口 お薬本舗　モリグチビッグ 守口市八雲西町4-1-18 市販薬・化粧品

守口 日の本湯 守口市八雲西町4-20-1 その他サ－ビス業

守口 タケモト洋品店 守口市八雲西町4-24-1 衣料品・寝具

守口 新大庭温泉 守口市大庭町1-14-1 その他サ－ビス業

守口 クリーニングトラヤ　金田工場店 守口市金田町3-1-20 その他サ－ビス業

守口 婦人服スギヤマ 守口市金田町1-21-12 衣料品・寝具

守口 (株)暮らしの百貨おかもと 守口市金田町1-21-15 生活用品

守口 ふれあい処 元気茶屋 守口市金田町1-2-12 飲食店

守口 いわさ薬局 守口市金田町1-21-5 市販薬・化粧品

守口 ファミリーマート守口金田町一丁目店 守口市金田町1-3-12 その他小売業

守口 モリモト酒店 守口市金田町1-41-7 その他小売業

守口 フルベール化粧品　金田 守口市金田町1-62-14 市販薬・化粧品

もりかどプレミアム付商品券
取扱店一覧



店名 所在地 業種

守口 ヘアーサロン　クリア 守口市金田町1-62-19 理美容

守口 花ユリ 守口市金田町1-62-7 その他小売業

守口 ㈱池嶋米穀店 守口市金田町1-63-1 その他小売業

守口 正直屋・時計・宝石・メガネ 守口市金田町1-64-3 その他

守口 コノミヤ守口店 守口市金田町1-72-28 生鮮・一般食品

守口 ビジョン北川 守口市金田町2-12-24 その他小売業

守口 (株)うめだ 守口市金田町2-28-17 その他小売業

守口 サイクルベースあさひ守口金田町店 守口市金田町2-55-6 その他小売業

守口 ポーラ　京ショップ 守口市金田町3-15-9 市販薬・化粧品

守口 大商交通株式会社 守口市金田町3-47-15 その他サ－ビス業

守口 太平タクシー株式会社 守口市金田町4-7-10 その他サ－ビス業

守口 日産大阪販売(株)　守口店 守口市金田町5-25-12 その他小売業

守口 日産大阪販売(株)　Ｕ　ＣＡＲＳ　守口 守口市金田町5-25-12 その他小売業

守口 フェイスヘアワーク美容室 守口市大久保町2-17-11 理美容

守口 キリン堂守口店 守口市大久保町3-34-14 市販薬・化粧品

守口 猪名川杉生農園　直売所 守口市大久保町3-9-14 生鮮・一般食品

守口 (株)いたや 守口市大久保町4-2-32 その他小売業

守口 セブンイレブン守口大久保5丁目店 守口市大久保町5-18-1 その他小売業

守口 (株)オカモト 守口市大久保町5-33-5 その他小売業

守口 アトム電器守口東店 守口市東町2-1-3 その他小売業

守口 ベビー薬局 守口市藤田町1-51-1 市販薬・化粧品

守口 マルハ食品 守口市藤田町2-10-18 生鮮・一般食品

守口 こめ蔵　福満　守口店 守口市藤田町３-６-４ 生鮮・一般食品

守口 藤輪業 守口市藤田町4-1-21 その他小売業

守口 銀のさら　大和田店 守口市藤田町4-2-5　シャトー森岡　1階 飲食店

守口 セブンイレブン守口藤田町4丁目店 守口市藤田町4-4-21 その他小売業

守口 ウト電化 守口市藤田町5-26-11 その他小売業

守口 髪切屋　TAKU 守口市藤田町5-3-7 理美容

守口 斉藤酒店 守口市藤田町1-12-9 その他小売業

守口 ドラッグアカカベ藤田町店 守口市藤田町1-43-17 市販薬・化粧品

守口 食品館アプロ　守口藤田店 守口市藤田町2-10-16 生鮮・一般食品

守口 ドラッグセガミ　守口藤田店 守口市藤田町4-13-11 市販薬・化粧品

守口 藤田温泉 守口市藤田町5-34-1 その他サ－ビス業

守口 ヘルシーＢＯＸ　立石薬店 守口市藤田町5-4-3 市販薬・化粧品

守口 マルカ　果実店 守口市藤田町2-10-18 その他小売業

守口 セブンイレブン守口梶町1丁目店 守口市梶町1-8-17 その他小売業

守口 べにや洋品店 守口市梶町3-27-13 衣料品・寝具

守口 おしゃれSHOP　ひかり 守口市梶町3-28-12 衣料品・寝具

守口 サイクルセンタージャンク梶町店 守口市梶町4-57-2 その他小売業

守口 佐竹食品(株)　梶町店 守口市梶町4-66-5 生鮮・一般食品

守口 アトム電器　梶町店 守口市梶町4-69-19 その他小売業

守口 セブンイレブン守口梶町4丁目店 守口市梶町4-9-5 その他小売業

守口 ラクティー 守口市大日東町11-8 その他サ－ビス業

守口 美作屋眼鏡 守口市大日東町11-8 その他小売業

守口 イオンスタイル大日 守口市大日東町1-18 生鮮・一般食品

守口 イオンモ－ル大日 守口市大日東町1-18 生鮮・一般食品

守口 日本旅行サービス(株)イオンモール大日営業所 守口市大日東町1-18　イオンモール大日2階 その他サ－ビス業

守口 上新電機㈱大日イオンモ―ル店 守口市大日東町1-18　イオンモール大日シネマ側２Ｆ その他小売業

守口 ローソン大日駅前店 守口市大日東町2-13 その他小売業

守口 眼鏡市場　大日店 守口市大日東町2-13　サンマークス大日ステーションレジデンス104号 その他小売業

守口 ローソン守口大日東町店 守口市大日東町24-12 その他小売業

守口 関西中央旅客守口株式会社 守口市佐太東町1-13-9 その他サ－ビス業

守口 WORK-1 守口市佐太東町1-14-14 衣料品・寝具

守口 業務スーパーガリバー守口店 守口市佐太東町１－３３－８ 生鮮・一般食品

守口 ローソン守口佐太東町店 守口市佐太東町1-38-2 その他小売業

守口 ドラッグアカカベ守口店 守口市佐太東町1-38-9 市販薬・化粧品



店名 所在地 業種

守口 アクシス　カイロプラクティック 守口市佐太東町2-13-1 その他

守口 阪急オアシス　守口店 守口市佐太東町2-6-14 生鮮・一般食品

守口 ドラッグスギ　守口ジャガータウン店 守口市佐太東町2-6-14　守口ジャガータウンＧＲＥＥＮ内１階 市販薬・化粧品

守口 せんたく屋　ジャガーグリーン店 守口市佐太東町2-6-14ジャガーグリーン内 その他サ－ビス業

守口 ワンカルビ　守口店 守口市佐太東町2-8-1　ジャガーウエストビル２階 飲食店

守口 ヴィクトリアゴルフ　大阪守口店 守口市佐太東町2-9-10 その他小売業

守口 ケーズデンキ守口店 守口市佐太東町2-9-10 その他小売業

守口 スーパースポーツゼビオ大阪守口店 守口市佐太東町2-9-10 その他小売業

守口 ブックオフスーパーバザー　守口ジャガータウン店 守口市佐太東町2-9-10　ジャガータウンイースト１Ｆ・２Ｆ その他小売業

守口 ドン・キホ－テ大日店 守口市八雲東町1-21-18 その他小売業

守口 丹丹亭 守口市八雲東町2-51-7 飲食店

守口 ヘア－スタジオ　アンダンテ 守口市八雲東町2-61-3 理美容

守口 ヘア－サロンヒロ 守口市八雲東町2-62-11 理美容

守口 喫茶　恵夢 守口市八雲東町2-82-21-103 飲食店

守口 セブン-イレブン守口八雲東町2丁目店 守口市八雲東町2-82-3 生鮮・一般食品

守口 ヘルパーステーション　ハイジ守口 守口市日向町1-3 その他

守口 ビール堂 守口市竜田通1-5-12 飲食店

守口 米福屋 守口市松月町7-1　1F 生鮮・一般食品

守口 スキ－ショップ　MS大阪 守口市桜町1-30 その他小売業

守口 ミュ－ジアムアルファ 守口市桜町2-20 理美容

守口 大西市蔵商店 守口市桜町4-4 その他小売業

守口 ドラッグセガミ　京阪守口駅前店 守口市桜町7-11 市販薬・化粧品

守口 レディースサロン　エスポワール 守口市桜町7-19 理美容

守口 大石果実店 守口市桜町8-8 その他小売業

守口 フラワーショップほりかわ 守口市桜町8-8 その他小売業

守口 酒房　なにわ 守口市桜町5-15 飲食店

守口 グルメ　やまぐち 守口市桜町7-17 飲食店

守口 茶房　石乃 守口市桜町7-19 飲食店

守口 谷口チェーン　桜通店 守口市桜町9-1 その他サ－ビス業

守口 かしま時計店 守口市桜町9-11 その他小売業

守口 ㈱誠心堂 守口市桜町9-12 その他小売業

守口 アトム守口駅前店 守口市本町1-4-7 その他小売業

守口 ＫＩＣＨＩＲＩ　守口市駅前 守口市本町1-5-8　京阪守口ビルくお-ネ。1Ｆ 飲食店

守口 大阪王将守口店 守口市本町1-8-23 飲食店

守口 ライフマーク守口 守口市本町2-3-21-100 その他サ－ビス業

守口 酒席　　桂 守口市本町2-3-6　桜町団地2F 飲食店

守口 Ｗｉｓｈ 守口市来迎町4-1 その他小売業

守口 ライフォート　橋波店 守口市橋波東之町4-9-5 市販薬・化粧品

守口 ココス 守口市菊水通1-15-5 その他小売業

守口 ＹＳＰ大阪門真 守口市菊水通2-10-13 その他小売業

守口 ビジョンメガネ守口店 守口市菊水通2-9-13 その他小売業

守口 サイクルセンターフォルクローレ 守口市菊水通3-8-7 その他小売業

守口 ファミリーマート　菊水通二丁目店 守口市菊水通2-8-14 その他小売業

守口 ヘアデザイン・プロムナード１ 守口市大宮通1-7-8 理美容

守口 焼肉　安さん 守口市大宮通2-8-19 飲食店

守口 開祥堂印刷 守口市大宮通3-16-5 その他

守口 ローソン　守口大宮通三丁目店 守口市大宮通3-9-28 その他小売業

守口 ファンシーショップ　はしば 守口市西郷通1-1-10 生活用品

守口 レディースショップ　マルキ 守口市西郷通1-1-10 衣料品・寝具

守口 きくや履物店 守口市西郷通1-1-10 生活用品

守口 ニーナパール 守口市西郷通1-1-11 その他小売業

守口 ペット・ぼとる 守口市西郷通1-11-21 その他小売業

守口 とんかつ　小豚 守口市西郷通1-11-23 飲食店

守口 リサイクルブティックCOCO 守口市西郷通1-1-14 衣料品・寝具

守口 ファッション　マルキョウ 守口市西郷通1-1-17 衣料品・寝具

守口 (有)清美堂電化 守口市西郷通1-12-15 その他小売業



店名 所在地 業種

守口 ポテト　双葉薬店 守口市西郷通1-16-4 市販薬・化粧品

守口 ブティック　ＴＡＫＡＧＩ 守口市西郷通1-１6-4 衣料品・寝具

守口 高千穂　トリーゴ 守口市西郷通1-16-8 その他小売業

守口 山本化粧品店 守口市西郷通1-2-13 市販薬・化粧品

守口 生鮮食品館　ベイ・はしば 守口市西郷通1-2-15 生鮮・一般食品

守口 木下青果店 守口市西郷通1-2-16 生鮮・一般食品

守口 チャーミング　ハッピニーズ 守口市西郷通1-2-20 理美容

守口 街の肉屋の焼肉店　ばんどう亭 守口市西郷通1-2-22 飲食店

守口 コーヒーハウス　カルダン 守口市西郷通1-2-7 飲食店

守口 ぱん工房　ラパン 守口市西郷通1-3-10 その他小売業

守口 テンダラ－ 守口市西郷通1-3-12 衣料品・寝具

守口 (有)西郷寿し 守口市西郷通1-3-15 飲食店

守口 マルヨシ　クリーニング店 守口市西郷通1-3-5 その他サ－ビス業

守口 ㈲オーシマモト 守口市西郷通1-3-9 その他小売業

守口 きくや寝装店 守口市西郷通1-8-16 衣料品・寝具

守口 ベルナール 守口市西郷通2-11-14 生鮮・一般食品

守口 関西スーパー西郷店 守口市西郷通2-11-14 生鮮・一般食品

守口 CASA  COLOR　関西スーパー西郷店 守口市西郷通2-11-14 理美容

守口 ＡＳＡ　朝日新聞　サービスアンカー　守口・守口南 守口市西郷通2-13-6 その他

守口 ラーメン餃子専門店　秀楽 守口市西郷通2-9-13 飲食店

守口 ビューティーサロン　アスカ 守口市西郷通3-2-20 理美容

守口 ヘアーサロン　モリオカ 守口市西郷通4-2-2 理美容

守口 サンプラザ薬局西郷 守口市西郷通4-4-10西郷ﾏﾝｼｮﾝⅡ1階 その他

守口 なかの歯科クリニック 守口市西郷通4-4-12 その他

守口 パルウエダ㈱ 守口市西郷通4-5-3 その他小売業

守口 盛活 守口市西郷通1-1-2 飲食店

守口 ちいこ 守口市西郷通1-3-13 市販薬・化粧品

守口 谷口クリーニング西郷通店 守口市西郷通1-9-14 その他サ－ビス業

守口 ひょうたんや 守口市西郷通1-2-17 衣料品・寝具

守口 蒲鉾･天婦羅　すえひろ 守口市西郷通1-1-8 生鮮・一般食品

守口 ＫＢＣ電化守口店 守口市東光町1-22-30 その他小売業

守口 レアール　シミズ 守口市東光町1-28-13 その他小売業

守口 みつまる美容室 守口市東光町1-8-15 理美容

守口 (株)中元商店 守口市東光町1-9-3 生鮮・一般食品

守口 かどや商店 守口市東光町1-9-4 飲食店

守口 衣料のシバヤ　 守口市東光町1-9-6 衣料品・寝具

守口 セブンイレブン　守口東光町2丁目店 守口市東光町2-17-16 その他小売業

守口 初田畳店 守口市東光町3-3-15 その他

守口 合同会社　西友守口店 守口市河原町10-15 生鮮・一般食品

守口 クリーニングトラヤ　駅前店 守口市河原町10-15 その他サ－ビス業

守口 茶房　かつ羅 守口市河原町10-15　207 飲食店

守口 力餅 守口市河原町10-15　テルプラザ102 飲食店

守口 ウッディーハウス 守口市河原町10-15　テルプラザ106 その他小売業

守口 ルーツ 守口市河原町10-15　テルプラザ203 衣料品・寝具

守口 お喜楽市場 守口市河原町10-15　テルプラザ208 その他

守口 フラワーショップ　テイ 守口市河原町10-15　テルプラザ２０９号 その他小売業

守口 Ｃｏｆｆｅｅ　ｓｈｏｐ　ＡＢＣ 守口市河原町10-15　テルプラザ211 飲食店

守口 ＨＥＡＲＴ 守口市河原町10-15　テルプラザ2Ｆ210 衣料品・寝具

守口 テル　キムラヤ 守口市河原町10-15-110 その他小売業

守口 カットサロン　ミテノ 守口市河原町10-15-221 理美容

守口 マツモトキヨシ　京阪守口市駅店 守口市河原町1-1 市販薬・化粧品

守口 なごみ　守口駅前店 守口市河原町1-1　エル守口 飲食店

守口 ＴＳＵＴＡＹＡ守口店 守口市河原町1-13　エル守口中ブロック その他サ－ビス業

守口 メガネの正美堂 守口市河原町1-16 その他小売業

守口 ミノル守口店 守口市河原町1-2　ｴﾙ守口1F その他小売業

守口 サンカフェ守口店 守口市河原町1-24　ｴﾙ守口 飲食店



店名 所在地 業種

守口 京阪百貨店　守口店 守口市河原町8-3 生鮮・一般食品

守口 正栄クリーニング　京阪守口駅店 守口市河原町1-1 その他サ－ビス業

守口 らくらく補聴器 守口市河原町10-15　テルプラザ1Ｆ（１０９） その他小売業

守口 ひかり書店 守口市橘波西之町2-15-19 その他小売業

守口 チャーミング　ファミーユ 守口市橋波西之町2-15-2 理美容

守口 ㈲ブックスふかだ 守口市橋波西之町2-9-11 その他小売業

守口 山口自轉車商会 守口市橋波西之町1-12-7 その他小売業

守口 ローソン守口橋波西之町店 守口市橋波西之町1-15-15 その他小売業

守口 リリハ守口店 守口市橋波西之町2-9-16 生鮮・一般食品

守口 日産大阪販売(株)　Ｕ　ＣＡＲＳ　鶴見 守口市東郷通2-11-6 その他小売業

守口 セブンイレブン守口東郷通店 守口市東郷通2-4-8 その他小売業

守口 大阪阪神タクシー株式会社 守口市東郷通3-8-18 その他サ－ビス業

守口 ドッグサロン　Ｐｏｌｅ　Ｐｏｌｅ 守口市寺方錦通3-13-18 理美容

守口 和食さと　守口寺方店 守口市南寺方東通2-11-25 飲食店

守口 カット　サロン　カタヤマ 守口市南寺方東通6-6-6 理美容

守口 ファミリーマート　守口南寺方東通店 守口市南寺方東通3-15-21 その他小売業

守口 セブンイレブン守口南寺方東通６丁目店 守口市南寺方東通6-11-26 生鮮・一般食品

守口 ライフォート　南寺方店 守口市南寺方南通1-9-9 市販薬・化粧品

守口 アトム電器　守口南店 守口市南寺方南通2-11-16 その他小売業

守口 サンプラザ薬局鶴見緑地 守口市南寺方南通3-4-12 その他

守口 米工房　福田 守口市南寺方中通2-1-15 生鮮・一般食品

守口 トモ美容室 守口市南寺方中通1-15-11 理美容

守口 ローソン　守口南寺方中通店 守口市南寺方中通3-15-8 その他小売業

守口 ヘアーサロン　キヨカネ 守口市南寺方北通1-12-12 理美容

守口 ヘヤ―サロン・ホワイト 守口市南寺方北通2-2-15 理美容

守口 ローソン　南寺方北通一丁目店 守口市南寺方北通1-10-21 その他小売業

守口 ＨＡＩＲ　ＷＯＲＫＳ　623 守口市寺方元町1-13-32 理美容

守口 はやし　豆腐店 守口市寺方元町1-5-14 生鮮・一般食品

守口 ユリヤ化粧品店 守口市寺方元町1-7-2 市販薬・化粧品

守口 メーム　いのうえ 守口市寺方元町1-8-3 生鮮・一般食品

守口 髙橋酒店 守口市寺方元町2-7-14 その他小売業

守口 たかはし米穀店 守口市寺方元町3-3-6 生鮮・一般食品

守口 スギドラッグ　守口寺方店 守口市寺方元町4-4-10 市販薬・化粧品

守口 北川米穀店 守口市寺方本通1-4-21 その他小売業

守口 ライフ守口寺方店 守口市寺方本通2-11-15 生鮮・一般食品

守口 ドラッグアカカベ寺方店 守口市寺方本通3-1-5 市販薬・化粧品

守口 ジャングルジャングル守口店 守口市寺方本通3-4-6 その他小売業

守口 アオバ薬品店 守口市寺方本通3-6-2 市販薬・化粧品

守口 ヒロ　ヘアー　クリエイト 守口市寺方本通4-1-22 理美容

守口 サイクルベースあさひ守口寺方店 守口市寺方本通1-6-22 その他小売業

守口 フレスコ　寺方店 守口市松下町12-5 生鮮・一般食品

守口 Just イン Time 守口店 守口市高瀬町1-3-8 その他サ－ビス業

守口 カフェ　実のり 守口市高瀬町1-5-2 飲食店

守口 ヘアーサロン．クローバ 守口市高瀬町2-5-11 理美容

守口 マックスバリュ守口高瀬店 守口市高瀬町5-1-11 生鮮・一般食品

守口 美容室サロン・ド・イヴ 守口市高瀬町5-7-8 理美容

守口 美容室　ぴっころ 守口市高瀬町5-9-16 理美容

守口 金剛堂守口店 守口市大枝西町2-5 その他小売業

守口 とこ屋 守口市大枝西町3-8 理美容

守口 石川酒店 守口市大枝西町4-17 その他小売業

守口 辻本酒米店 守口市春日町10-5 その他小売業

守口 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋京阪守口市駅店 守口市寺内町2-1-10エル守口内 飲食店

守口 鯛将丸　守口本店 守口市寺内町2-1-6 飲食店

守口 串かつ酒場 えん満 守口店 守口市寺内町２-1-7　エル守口内 飲食店

守口 天下第一守口店 守口市寺内町2-1-8　エル守口内 飲食店

守口 ミスタードーナツ第８３１号守口市駅ショップ 守口市寺内町2-2-8 飲食店



店名 所在地 業種

守口 守口くらはし 守口市寺内町2-6-7 その他小売業

守口 荒萬 守口市寺内町2-7-5 その他小売業

守口 わんぱく亭 守口市寺内町2-9-34 飲食店

守口 ファミリーマート　川端寺内町店 守口市寺内町1-4-3 その他小売業

守口 モスバーガー　京阪守口店 守口市寺内町2-2-14　「エル守口」グルメ14号区画 飲食店

守口 りぼん薬局 守口市小春町1-6 その他

守口 松原メガネ店 守口市小春町1-10 その他小売業

守口 一又薬局 守口市小春町5-3 その他

守口 丸久寝具店 守口市馬場町1-1-15 衣料品・寝具

守口 サカタ花店 守口市馬場町1-1-19 その他小売業

守口 松原宝石時計店 守口市馬場町1-3-1 その他小売業

守口 鳥　きよ 守口市馬場町1-5-2 生鮮・一般食品

守口 ミートデリカ　大一 守口市馬場町1-4-1 その他小売業

守口 ローソン　長池町店 守口市長池町2-16 その他小売業

守口 OK理容所 守口市梅園町1-2 理美容

守口 (株)滝本仏光堂本店 守口市梅園町2-22 その他小売業

守口 サッカ－ショップ　マツスポ 守口市梅園町2-28 その他小売業

守口 カモミール薬局 守口市梅園町2-33 ｴﾑﾜｲﾋﾞﾙ1Ｆ その他

守口 セブンイレブン守口市駅西 守口市早苗町1-1 その他小売業

守口 ライフォート　土居店 守口市土居町2-19 市販薬・化粧品

守口 ＩＫデリカ 守口市土居町3-1 生鮮・一般食品

守口 ファッション　ナカヤ 守口市土居町3-2 衣料品・寝具

守口 ミツミ食堂 守口市土居町5-6 飲食店

守口 Ｌａ－Ｆｒａｎｃｅ 守口市土居町8-13 飲食店

守口 チコオ珈琲店 守口市土居町8-14 飲食店

守口 仙寿堂 守口市土居町9-1 その他小売業

守口 滝井米穀店 守口市紅屋町1-16 その他小売業

守口 たんぽぽ薬局　滝井店 守口市紅屋町5-13　１階 その他

守口 (株)大忠 守口市金下町1-1-10 生鮮・一般食品

守口 (株)大亀屋 守口市金下町1-1-13 生鮮・一般食品

守口 (株)小西 守口市金下町1-1-3 その他小売業

守口 レア－ル　イケノ 守口市金下町1-1-5 その他小売業

守口 喜よ志 守口市金下町1-1-6 飲食店

守口 メガネの正美堂　土居店 守口市金下町1-１-6 その他小売業

守口 アベニ－ルみや 守口市金下町1-1-8 衣料品・寝具

守口 カラー専門店　パレット 守口市金下町1-2-1　土居マンション１F 理美容

守口 モードサロン　コメット 守口市金下町1-3-1 衣料品・寝具

守口 いっぷく亭 守口市金下町1-3-2 飲食店

守口 マミ－美容室 守口市金下町1-4-10 理美容

守口 一二三薬局 守口市金下町1-4-13 市販薬・化粧品

守口 丸福かまぼこ店 守口市金下町1-4-5 生鮮・一般食品

守口 あくせさり-の家　アリス 守口市金下町1-4-9 その他小売業

守口 メガネのつるや 守口市金下町1-5-10 その他小売業

守口 ブティック　ロビン 守口市金下町1-5-5 衣料品・寝具

守口 京屋　しみ抜き店 守口市金下町1-5-6 その他サ－ビス業

守口 いいこと鍼灸整骨院 守口市金下町1-5-9 その他

守口 岸田屋菓子店 守口市金下町1-6-4 その他小売業

守口 べにや 守口市金下町1-6-6 理美容

守口 ㈱アカシヤ守口店 守口市金下町1-7-5 生鮮・一般食品

守口 サイクルセンタージャンク太子橋店 守口市金下町1-8-1 その他小売業

守口 シューズショップ靴太郎 守口市金下町1-8-12 その他小売業

守口 初福食堂 守口市金下町1-8-2 飲食店

守口 レディ－スショップ　タミヤ 守口市金下町1-8-7 衣料品・寝具

守口 福寿し 守口市金下町2-12-11 飲食店

守口 ぽぱいクリーニング 守口市金下町2-12-3三和ビル1Ｆ その他サ－ビス業

守口 お好み焼　じょじょ 守口市金下町2-2-12 飲食店



店名 所在地 業種

守口 ＮＹＮＹ守口店 守口市金下町2-6-5　コーポのぐちⅡ　２Ｆ 理美容

守口 森川書店 守口市日吉町1-1-15 その他小売業

守口 写真箱 守口市日吉町1-2-3 その他サ－ビス業

守口 フロ－ラル　ポケット 守口市日吉町1-2-3 その他小売業

守口 谷口クリーニング土居店 守口市日吉町1-2-3 その他サ－ビス業

守口 みね鍼灸治療室 守口市日吉町1-3-13 その他サ－ビス業

守口 木田自転車商会 守口市日吉町1-4-12 その他小売業

守口 守口赤ちゃんの店 守口市日吉町1-9-6 衣料品・寝具

守口 コミニティストア　とくやま 守口市日吉町2-12-10 その他小売業

守口 銀のさら　守口店 守口市日吉町2-3-6　セントラルビルド佐伯　1階 飲食店

守口 メガネのオチ 守口市日吉町2-14-11 その他小売業

守口 ヘアーギャラリー　夢玄 守口市豊秀町1-1-15 理美容

守口 ヘアーサロン　ワタカベ 守口市豊秀町1-4-3 理美容

守口 萬領 守口市豊秀町1-4-5 飲食店

守口 谷口クリーニング本店 守口市豊秀町1-6-5 その他サ－ビス業

守口 エムラボ 守口市豊秀町2-5-2 その他小売業

守口 (有)伏見屋商店 守口市京阪本通1-1-6 その他小売業

守口 ローソン守口豊秀町１丁目店 守口市京阪本通1-2-13 その他小売業

守口 セブンイレブン　守口京阪本通１丁目東店 守口市京阪本通1-28 その他小売業

守口 サンプラザ調剤薬局 守口市京阪本通1-3-2新近藤ﾋﾞﾙ４階 その他

守口 ココカラファイン京阪本通太子橋駅前店 守口市京阪本通1-7-26　エルベコート太子橋駅前１Ｆ 市販薬・化粧品

守口 かごの屋　守口太子橋店 守口市京阪本通1-7-7 飲食店

守口 ａｎｔｉｍｅ ｈａｉｒ ｄｅｓｉｇｎ 守口市京阪本通1-8-5　1Ｆ 理美容

守口 古本市場　京阪本通店 守口市京阪本通1-8-8 その他小売業

守口 万代　太子橋店 守口市京阪本通2-11-20 生鮮・一般食品

守口 和食さと　守口店 守口市京阪本通2-14-9 飲食店

守口 吉野家　守口店 守口市京阪本通2-15-13 飲食店

守口 エナミヤ商会 守口市京阪本通2-16-26 その他小売業

守口 ローソン守口駅前店 守口市京阪本通2-3-10 その他小売業

守口 ローソン守口市役所店 守口市京阪本通2-5-5 その他小売業

守口 ぷちショップ　くわもと 守口市竹町9-5 その他小売業

守口 味匠庵　隆月堂 守口市北斗町1-4 その他小売業

守口 ドラッグセガミ　守口八雲店 守口市北斗町2-2 市販薬・化粧品

守口 万代　八雲店 守口市日光町8-1 生鮮・一般食品

守口 ＳＢＳ山本自動車株式会社ＡＳＹ 守口市浜町1-6-3 その他小売業

守口 ダイワサイクル守口店 守口市浜町2-5-23 その他小売業

守口 サロン・ド・グゥー 守口市京阪北本通1-20　守口ニューハイツ101号 理美容

守口 美容室　小松 守口市京阪北本通2-10 理美容

守口 珈琲倶楽部 守口市京阪北本通2-9　パークアベニュー1Ｆ 飲食店

守口 居酒屋　田川 守口市京阪北本通4-1 飲食店

守口 ほっかほっか亭京阪北本通店 守口市京阪北本通5-11 飲食店

守口 果木堂 守口市京阪北本通2-1 生鮮・一般食品

守口 セブンイレブン守口京阪北本通店 守口市京阪北本通3-5 その他小売業

守口 ローソン守口八島町店 守口市八島町2-8 その他小売業

守口 シェフカワカミ　外島店 守口市外島町3-7 生鮮・一般食品

守口 セブンイレブン7FS関西医大総合医療センター店 守口市文園町10-15 生鮮・一般食品

門真 巣本温泉 門真市巣本町5-20 その他サ－ビス業

門真 石井電化 門真市巣本町6-15 その他小売業

門真 巣本薬局 門真市巣本町6-20 市販薬・化粧品

門真 ダイワサイクル門真店 門真市岸和田1-1-17 その他小売業

門真 錦わらい　門真店 門真市岸和田2-18-24 飲食店

門真 柳本デンキ中野店 門真市岸和田3-1-24 その他小売業

門真 キリン堂門真東店 門真市岸和田3-31-15 市販薬・化粧品

門真 お食事処　しま 門真市岸和田3-6-7 飲食店

門真 魚輝水産　門真店 門真市下馬伏町15-28 飲食店

門真 八光 門真市下馬伏町10-14 飲食店



店名 所在地 業種

門真 日産大阪販売(株)　門真店 門真市南野口町1-13 その他小売業

門真 ローソン門真南野口町店 門真市南野口町1-4 その他小売業

門真 御菓子司　やまぢ 門真市北岸和田1-1-5 その他小売業

門真 ジャパン門真北岸和田店 門真市北岸和田2-1-15 生鮮・一般食品

門真 ローソン門真北岸和田二丁目店 門真市北岸和田2-1-7 その他小売業

門真 ドラッグアカカベ門真江端店 門真市東江端町10-36 市販薬・化粧品

門真 八百忠 門真市東江端町11-51 生鮮・一般食品

門真 福万佐豆腐店 門真市下馬伏26-3榎本ビル1Ｆ 生鮮・一般食品

門真 レディスファッション　エム 門真市脇田町14-2 衣料品・寝具

門真 たこ一門真店 門真市脇田町17-1 生鮮・一般食品

門真 ミロード 門真市脇田町23-14 理美容

門真 豊饟庵　やまと 門真市脇田町23-20 その他小売業

門真 パーマショップみぞがみ 門真市脇田町23-22 理美容

門真 ピザーラ門真店 門真市脇田町23-7ﾎﾜｲｴ･ｱﾝﾉﾏｴ1Ｆ その他

門真 業務スーパーガリバー門真店 門真市脇田町３３-２２ 生鮮・一般食品

門真 丸源ラーメン門真店 門真市脇田町33-29 飲食店

門真 スタジオ シティ 美容室 門真市江端町12-16 理美容

門真 肉の光陽 門真市江端町36-1-102 生鮮・一般食品

門真 阪口米穀店 門真市江端町37-30 その他小売業

門真 チャオズ 門真市江端町39-10 飲食店

門真 肉のなかみね江端店 門真市江端町39-10 生鮮・一般食品

門真 (株)大真酒店 門真市江端町39-6 その他小売業

門真 ローソン門真江端町店 門真市江端町9-18 その他小売業

門真 和食さと　門真江端店 門真市江端町10-1 飲食店

門真 美容室ボン・クラ－ジュ 門真市千石東町2-35 理美容

門真 大阪王将　門真団地店 門真市千石東町2-41-1 飲食店

門真 阪口米穀店 門真市千石東町2-41-31 その他小売業

門真 高橋クリニック 門真市千石東町2-46　ウイﾝズビル１-Ａ その他

門真 酒のはしだ 門真市千石東町2-5-10 その他小売業

門真 朴井米穀店 門真市千石東町2-5-11 生鮮・一般食品

門真 ㈱コノミヤ　門真千石東店 門真市千石東町31-1 生鮮・一般食品

門真 スギドラッグ　門真千石店 門真市千石西町1-21 市販薬・化粧品

門真 ローソンストア100　門真千石西町店 門真市千石西町1-37 生鮮・一般食品

門真 美容室タカインターナショナル 門真市千石西町4-20-101 理美容

門真 トップ電化かどま 門真市千石西町5-14 その他小売業

門真 池田美術 門真市三ツ島2-22-44 その他小売業

門真 ドラッグアカカベ門真三ツ島店 門真市三ツ島3-5-37 市販薬・化粧品

門真 ヘアーズメイク　アシュア 門真市三ツ島3-5-41　オーパスツリー1Ｆ 理美容

門真 ローソン門真南駅前店 門真市三ﾂ島3-6-18 その他小売業

門真 ファミリーマート　門真三ツ島三丁目店 門真市三ツ島3-9-13 その他小売業

門真 ファミリーマート門真三ツ島店 門真市三ツ島5-9-1 その他小売業

門真 犬のシャンプ－屋わんこ 門真市三ツ島6-14-15 理美容

門真 ローソンストア１００　門真三ツ島店 門真市三ツ島6-25-30 その他小売業

門真 ファミリーマート　門真三ツ島六丁目店 門真市三ツ島6-3-2 その他小売業

門真 ライフ門真店 門真市島頭3-4-1 生鮮・一般食品

門真 ロッテリア門真ライフ店 門真市島頭3-4-1 飲食店

門真 メガネの三城　ライフ門真店 門真市島頭3-4-1　ライフ２Ｆ その他小売業

門真 オートショップ　ヒロセ 門真市島頭3-9-3 その他小売業

門真 ドラッグアカカベ門真団地店 門真市島頭4-10-7 市販薬・化粧品

門真 のぞみ薬局　門真北店 門真市島頭4-1-1　蒼生ビル101号室 その他

門真 和光本店 門真市島頭4-11-18 その他小売業

門真 のぞみ薬局 門真市島頭4-1-26 その他

門真 岡崎クリーニング商会 門真市島頭4-13-12 その他サ－ビス業

門真 コーナンＰＲＯ門真島頭店 門真市島頭4-1-36 その他小売業

門真 サイクルセンタージャンク島頭店 門真市島頭4-16-10 その他小売業

門真 ドラッグコスモス島頭店 門真市島頭4-24-13 市販薬・化粧品



店名 所在地 業種

門真 食品館アプロ　門真店 門真市島頭4-7-8 生鮮・一般食品

門真 (株)たつみや 門真市島頭4-8-17 その他小売業

門真 パティスリー　プティボヌール 門真市島頭4-8-6 生鮮・一般食品

門真 シント－ワ－ク 門真市四宮1-2-10 その他小売業

門真 サイクルベース　あさひ　巣本店 門真市四宮1-2-16 その他小売業

門真 サンシャイン 門真市四宮2-11-37 飲食店

門真 かごの屋　門真巣本店 門真市四宮2-12-3 飲食店

門真 愛情米家 門真市四宮2-13-2 生鮮・一般食品

門真 にぎり長次郎　門真店 門真市四宮2-2-18 飲食店

門真 エディオン　門真店 門真市舟田町24-1 その他小売業

門真 スギドラッグ　門真舟田店 門真市舟田町24-1　エディオン門真１階 市販薬・化粧品

門真 ファミリーマート　門真舟田町店 門真市舟田町27-20 その他小売業

門真 ヤマダ電機ヤマダアウトレット門真店 門真市舟田町2-8 その他小売業

門真 トップワ－ルド門真店 門真市舟田町35-22 生鮮・一般食品

門真 来夢来人 門真市舟田町45-24 飲食店

門真 Ｒｏｂｙｎ’ｓＢｉｃｙｃｌｅ　ロビンの自転車店 門真市舟田町45-26 その他小売業

門真 万代　舟田店 門真市沖町1-4 生鮮・一般食品

門真 (有)山中酒店 門真市北島町28-4 その他小売業

門真 SHOCK　門真店 門真市五月田町38-9 衣料品・寝具

門真 天丼・天ぷら本舗　さん天　門真大橋店 門真市打越31-30 飲食店

門真 リカーマウンテン　古川橋店 門真市末広町1-13 その他小売業

門真 Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　紫山 門真市末広町17-14-1　ポケットアベニュー１Ｆ 飲食店

門真 末広ダイイチ薬局 門真市末広町21-24 その他

門真 ローソンストア100　門真末広町店 門真市末広町24-1　リビオン 生鮮・一般食品

門真 松屋 門真市末広町29-18 その他小売業

門真 れんか 門真市末広町29-18　マツヤ製菓ﾋﾞﾙ2F 飲食店

門真 サイクルセンタージャンク古川橋店 門真市末広町31-10 その他小売業

門真 セブンイレブン　門真古川橋店 門真市末広町31-10 その他小売業

門真 お花のディスカウントショップ　パレット古川橋店 門真市末広町36-25 その他小売業

門真 セブン-イレブン門真末広町店 門真市末広町37-25 その他小売業

門真 山田屋 門真市末広町40-11 飲食店

門真 なごみ　古川橋店 門真市末広町40-18 飲食店

門真 肴や　ごくう　 門真市末広町40-6　石井ビル１Ｆ 飲食店

門真 イオン古川橋駅前店 門真市末広町41-2 その他小売業

門真 マツモトキヨシ　古川橋駅前店 門真市末広町7-12 市販薬・化粧品

門真 そじ坊　古川橋幸福ビル店 門真市末広町7-8　幸福ビル５号館1F 飲食店

門真 外出・便利屋　１KF 門真市古川町4-11 その他サ－ビス業

門真 天下第一古川橋店 門真市寿町21-21 飲食店

門真 吉野家163号線門真店 門真市寿町21-30 飲食店

門真 眼鏡市場　門真店 門真市一番町1-12 その他小売業

門真 日本マクドナルトﾞ(株)古川橋店 門真市一番町1-15 飲食店

門真 たこ焼き　よっちゃん 門真市東田町24-14 飲食店

門真 ナカタニ自動車(株)スマイル車検門真店 門真市東田町6-16 その他サ－ビス業

門真 ファミリーマート　門真桑才店 門真市桑才112-1 その他小売業

門真 ファミリーマート門真柳田町店 門真市柳田町1-4 その他小売業

門真 門真交通株式会社 門真市柳田町24-2 その他サ－ビス業

門真 ミニストップ門真柳田町店 門真市柳田町26-8 その他小売業

門真 セブンイレブン門真運転免許試験場前店 門真市柳田町27-9 その他小売業

門真 ＵＲＢＡＮ ＲＥＳＥＡＲＣＨ waｒｅｈｏｕｓｅ 163 門真市柳田町5-11 衣料品・寝具

門真 洋服の青山　門真店 門真市柳田町5-3 その他小売業

門真 オートバックス門真店 門真市柳田町5-6 その他小売業

門真 ワンカルビ　門真店 門真市柳田町6-32 飲食店

門真 和食さと　門真店 門真市速見町2-7 飲食店

門真 ＳＢＳ　ヒロセ 門真市速見町6-16 その他小売業

門真 カルビの王様　古川橋店 門真市速見町6-5 飲食店

門真 カルビの王様　古川橋店 門真市速見町6-5 飲食店



店名 所在地 業種

門真 ゲオ　古川橋店 門真市速見町8-31 その他小売業

門真 はんこ広場古川橋店 門真市速見町9-1 その他小売業

門真 ＢＯＯＫ ＯＦＦ　門真古川橋店 門真市速見町9-12 その他小売業

門真 うどん・そば　あそこ 門真市速見町9-17　アクティ88　1Ｆ 飲食店

門真 シャノワール　古川橋店 門真市速見町9-7　スターリングハイツ１Ｆ その他小売業

門真 マルヒデ食品”肉のびっくり市” 門真市柳町10-5 生鮮・一般食品

門真 エスティジークリーニング 門真市柳町3-1 その他サ－ビス業

門真 スギドラッグ　門真店 門真市深田町1-4 市販薬・化粧品

門真 YOSA PARK ひまわり 門真市深田町16-34 その他サービス業

門真 門真園芸㈱ 門真市深田町24-15 その他サ－ビス業

門真 ファミリーマート　門真深田町店 門真市深田町24-7 その他小売業

門真 あきらドーナツ 門真市松生町5-11 その他小売業

門真 コーナン商事㈱門真殿島店 門真市殿島町10-3 生活用品

門真 すし幸 門真市本町11-20 飲食店

門真 居酒や　ととや 門真市本町11-3 飲食店

門真 理容アダチ 門真市本町11-5 理美容

門真 トリーゴ　門真店 門真市本町14-2 飲食店

門真 (株)京阪電器商会 門真市本町19-5 その他小売業

門真 力寿司 門真市本町2-1 飲食店

門真 ヘア－サロン　アハト 門真市本町36-2 理美容

門真 業務スーパーTAKENOKO　門真本町店 門真市本町39-22 生鮮・一般食品

門真 酒菜肴房　けんろく 門真市本町7-17 飲食店

門真 医療法人　すが歯科クリニック 門真市本町7-18 その他

門真 (株)関西米穀 門真市本町8-7 その他小売業

門真 和食　あずき 門真市本町8-9 飲食店

門真 炭火焼鳥　酉丸 門真市本町9-12-102 飲食店

門真 酔ってんか桶八 門真市栄町3-11　太平パシフィック門真102号 飲食店

門真 フローリスト・モンテーニュ 門真市栄町3-11　太平パシフィック門真103号 その他小売業

門真 アンリールアール 門真市栄町4-18 衣料品・寝具

門真 ヘアーサロン・ボーイ 門真市栄町8-17 理美容

門真 トップライス 門真市栄町9-10 その他小売業

門真 ハザマ薬局 門真市新橋町16-1-103 その他

門真 不二家門真市駅前店 門真市新橋町3-3-102 その他小売業

門真 ダイコクドラッグ　門真市駅前店 門真市新橋町3-3-109 市販薬・化粧品

門真 ＭＩＮＯＲＩ　 門真市新橋町3-3-213 飲食店

門真 (有)中屋電化サービス（アトム電器門真店） 門真市新橋町3-4-102 その他小売業

門真 セブン-イレブン　モノウェル門真 門真市新橋町36-7 その他小売業

門真 メガネ・補聴器のスギヤ 門真市新橋町5-32 その他小売業

門真 ももたろお 門真市新橋町6-12 飲食店

門真 酒肴　やす 門真市新橋町7-29 飲食店

門真 ばんざいや 門真市新橋町8-26　ハーミッツセル１Ｆ 飲食店

門真 お好みハウス　ふらっぺ 門真市新橋町8-31 飲食店

門真 イズミヤ門真店 門真市新橋町3-1-101 生鮮・一般食品

門真 ライフクリ－ナ－ 門真市新橋町3-1-101 その他サ－ビス業

門真 アルテスタ 門真市新橋町3-1-101 その他サ－ビス業

門真 バラエティ101 門真市新橋町3-1-101 その他小売業

門真 ホリ－ズカフェ 門真市新橋町3-1-101 飲食店

門真 フォンタ－ナ 門真市新橋町3-1-101 衣料品・寝具

門真 ファニ－ 門真市新橋町3-1-101 衣料品・寝具

門真 ひまわり 門真市新橋町3-1-101 飲食店

門真 マクドナルド 門真市新橋町3-1-101 飲食店

門真 力餅 門真市新橋町5-34　東ﾋﾞﾙ1Ｆ 飲食店

門真 めしや食堂　大日店 門真市向島町3-33 飲食店

門真 大東楽器ヤマハ　ピアノストア 門真市向島町3-35　大日ﾍﾞｱｰｽﾞB棟2F その他小売業

門真 キリン堂大日ベアーズ 門真市向島町3-35　ベアーズ1F17 市販薬・化粧品

門真 ゲオ　ベアーズ大日店 門真市向島町3-35　ベアーズB棟1F その他小売業



店名 所在地 業種

門真 ポーラザビュ－ティ大日ベア－ズ店 門真市向島町3-35　ﾍﾞｱ-ｽﾞB棟1F 市販薬・化粧品

門真 ステーキのどん　門真店 門真市向島町3-38 飲食店

門真 髙木整骨院 門真市月出町5-27 その他サ－ビス業

門真 (有)ワークススポーツ 門真市月出町7-17 その他サ－ビス業

門真 (株)赤坂電機 門真市浜町20-35 その他小売業

門真 なにわ 門真市浜町24-7 飲食店

門真 SUGIHARA　COFFEE　ROASTER 門真市浜町5-24 飲食店

門真 ローソン門真浜町店 門真市浜町9-2 その他小売業

門真 ポーラ　ミルル　ショップ 門真市中町11-52 市販薬・化粧品

門真 中村鍼灸院 門真市松葉町8-30 その他

門真 (株)かわばた電化 門真市元町13-10 その他小売業

門真 ミノル　西三荘店 門真市元町26-36 その他小売業

門真 珉珉西三荘店 門真市元町27-11 飲食店

門真 izakaya dining ふぅ 門真市元町27-12 飲食店

門真 タマキスポーツジム 門真市元町27-13 その他サ－ビス業

門真 焼肉レストラン　城北 門真市元町27-26 飲食店

門真 盛活東店 門真市元町27-30 飲食店

門真 サイクルセンタージャンク西三荘店 門真市元町27-6 その他小売業

門真 ローソンストア100門真エル西三荘店 門真市元町28-19 その他小売業

門真 スギドラッグ　西三荘店 門真市元町28-20 市販薬・化粧品

門真 肉の北本 門真市元町8-4　アンシャンテ高宮1F 生鮮・一般食品

門真 菊田米酒店 門真市元町9-10 その他小売業

門真 おやつくらぶ 門真市元町9-19 飲食店

門真 小路米穀店 門真市元町9-20 生鮮・一般食品

門真 中国料理　華ぐるま 門真市小路町5-12 飲食店

門真 ユアーズウスタニ電化 門真市小路町7-28 その他小売業

門真 マルトシ 門真市小路町23-14 その他小売業

門真 いろは 門真市堂山町1-13 飲食店

門真 シャノワール　中環門真店 門真市堂山町1-1 その他小売業

門真 ローソン門真堂山店 門真市堂山町20-30 その他小売業

門真 テラニシモータース㈱守口店 門真市堂山町21-27 その他サ－ビス業

門真 セブンイレブン門真堂山町店 門真市堂山町25-39 その他小売業

門真 サンプラザ薬局萱島西 門真市朝日町14-1 その他

門真 ミノル大和田店 門真市宮野町1　エル大和田内 その他小売業

門真 とうふ工房ましま 門真市宮野町12-15 生鮮・一般食品

門真 マルミヤ洋品店 門真市宮野町12-17 衣料品・寝具

門真 サロン・ド・レディ 門真市宮野町13-7 理美容

門真 きららみらい薬局 門真市宮野町1-4 その他

門真 木村酒類販売㈱ 門真市宮野町19-19 その他小売業

門真 万代　大和田店 門真市宮野町19-23 生鮮・一般食品

門真 (株)あいわ 門真市宮野町2-14 その他小売業

門真 一笑 門真市宮野町2-6 飲食店

門真 Reve　marcher 門真市宮野町3-10-1 飲食店

門真 居酒屋カラオケこすもす 門真市宮野町3-17 飲食店

門真 焼肉　大雅 門真市宮野町4-1-100 飲食店

門真 サン薬局 門真市宮野町4-5 市販薬・化粧品

門真 佐々木酒店 門真市宮野町5-7 その他小売業

門真 (有)タケヒサデンキ 門真市宮野町7-21 その他小売業

門真 大和田サイクル 門真市常称寺町15-11 その他小売業

門真 ルビ－ 門真市常称寺町16-56 その他サービス業

門真 関西ス-パ-　京阪大和田店 門真市常称寺町16-56 生鮮・一般食品

門真 そうごう薬局大和田店 門真市常称寺町16-56　関西スーパー2階 市販薬・化粧品

門真 郡山書店 門真市常称寺町17-14 その他小売業

門真 スギドラッグ　大和田駅前店 門真市常称寺町19-20 市販薬・化粧品

門真 ドラッグコスモス御堂店 門真市御堂町11-6 市販薬・化粧品

門真 (株)スポット 門真市御堂町1-21 その他小売業



店名 所在地 業種

門真 佐竹食品(株)コア古川橋店 門真市垣内町1-20 生鮮・一般食品

門真 正栄クリーニング　コア古川橋店 門真市垣内町1-20 その他サ－ビス業

門真 ミスタードーナツ古川橋ショップ 門真市垣内町1-20-104 飲食店

門真 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋京阪古川橋駅店 門真市垣内町1-20-124 飲食店

門真 ロッテリア京阪古川橋駅店 門真市垣内町1-20-126 飲食店

門真 リリパット 門真市垣内町1-20-14 理美容

門真 ローソンストア100　門真垣内町店 門真市垣内町12-25 その他小売業

門真 福すし古川橋店 門真市垣内町15-9 飲食店

門真 はま太郎 門真市垣内町7-1コネクト通信ビル１Ｆ その他小売業

門真 かるにせろーばる五門 門真市垣内町7-3 飲食店

門真 若狭や製麺所 門真市垣内町8-1 生鮮・一般食品

門真 リトルマーメイド京阪古川橋駅店 門真市垣内町1-20コア古川橋店内 飲食店

門真 力餅食堂　ようこそようこそ 門真市幸福町10-17 飲食店

門真 奥のほそ道 門真市幸福町11-2三愛ビル1F 飲食店

門真 (株)かたの書房　門真支店 門真市幸福町11-9 その他小売業

門真 パール洋品店 門真市幸福町12-6 衣料品・寝具

門真 さち美容室 門真市幸福町14-5 理美容

門真 セブンイレブン門真幸福町店 門真市幸福町16-10 生鮮・一般食品

門真 ローソン門真幸福町店 門真市幸福町17-3 その他小売業

門真 やきとり味頂 門真市幸福町18-3　京橋ﾋﾞﾙ103号 飲食店

門真 るな・ぱるく 門真市幸福町19-17 飲食店

門真 レント　ハイジ 門真市幸福町20-2 その他

門真 デイサービス　ハイジ幸福町 門真市幸福町20-2 その他

門真 ヘルパーステーション　ハイジ門真 門真市幸福町20-2 その他

門真 丸二食品 門真市幸福町22-3 生鮮・一般食品

門真 炭火ダイニング　善 門真市幸福町22-5 飲食店

門真 よしや　カネゼン 門真市幸福町22-6 生鮮・一般食品

門真 ヨシ善 門真市幸福町22-7 飲食店

門真 篠矢茶舗 門真市幸福町23-11 その他小売業

門真 トンボ製菓菓子店 門真市幸福町27-14 その他小売業

門真 Spicy　Zone 門真市幸福町3-1 衣料品・寝具

門真 果園ミキ 門真市幸福町3-1 飲食店

門真 手芸屋　あみあみ 門真市幸福町3-1　コア古川橋1F 生活用品

門真 ｂless 門真市幸福町3-1 ステーションモールコア古川橋西館031 衣料品・寝具

門真 ミノルコア古川橋店 門真市幸福町3-1-118　ｺｱ古川橋内 その他小売業

門真 JTBたびプラザ古川橋 門真市幸福町3-1CORE古川橋西館 その他サ－ビス業

門真 わんぷーわん 門真市幸福町4-22　ヨシカネビル1Ｆ 衣料品・寝具

門真 スギ薬局　古川橋店 門真市幸福町４-22　ヨシカネビル１階 市販薬・化粧品

門真 ＫＩＣＨＩＲＩ　ｓｍｉｌｅ　ｌａｂｅｌ　古川橋 門真市幸福町4-22　ヨシカネビル3階 飲食店

門真 エムズクラブ古川橋店 門真市幸福町5-15ペアビル古川橋Ａ棟１階 その他小売業

門真 知恵蔵書店 門真市幸福町5-15ペアビル古川橋Ａ棟１階 その他小売業

門真 本の森 門真市幸福町5-15ペアビル古川橋Ａ棟１階 その他小売業

門真 Ｇｌａｓｓｅｙｅｓ　ｓｅｃｏｎｄ 門真市幸福町6-13 その他小売業

門真 パティスリ－エルブランシュ 門真市石原町1-1 飲食店

門真 モードサロン　タマコシ 門真市石原町17-17 衣料品・寝具

門真 トップワ－ルド古川橋店 門真市石原町24-12 生鮮・一般食品

門真 ト－タルインテリア　モリタ 門真市石原町25-9 生活用品

門真 中村酒販 門真市石原町26-24 その他小売業

門真 パティスリ－エピ・ドール 門真市石原町29-20 その他小売業

門真 KBC電気石原店 門真市石原町40-7 その他小売業

門真 すし清 門真市石原町44-3-1 飲食店

門真 レストラン　八州 門真市大倉町10-5 飲食店

門真 メガネはＥＦＣ古川橋本店 門真市大倉町12-2 その他小売業

門真 イヴ美容室 門真市大倉町12-21 理美容

門真 デイサービス　おもてなし　ハイジ 門真市大倉町15-1 その他

門真 ヘルパーステーション　ハイジ　おもてなし 門真市大倉町15-1 その他



店名 所在地 業種

門真 万代　古川橋店 門真市大倉町20-20 生鮮・一般食品

門真 いわむら寝具店 門真市大倉町20-20 衣料品・寝具

門真 マリドラッグストアー 門真市大倉町20-20　丸信ｽﾄｱｰ内 市販薬・化粧品

門真 サイクル工房 門真市大倉町21-10 その他小売業

門真 ＫＢＣ電化丸信店 門真市大倉町21-7 その他小売業

門真 川井米酒店 門真市上野口町22-18 その他小売業

門真 ミニストップ門真上野口町店 門真市上野口町9-4 その他小売業

門真 OKメガネ 門真市上島町47-3 その他小売業

門真 ファミリーマート　門真上島町店 門真市上島町17-21 その他小売業

門真 メガネの愛眼　門真巣本店 門真市北巣本町38-1 その他小売業

門真 ローソン門真宮前町店 門真市宮前町10-15 その他小売業

門真 ファミリーマート　門真宮前町店 門真市宮前町18-2 その他小売業

門真 ピザ　サントロぺ門真店 門真市宮前町26-9 飲食店

門真 アンリ 門真市下島町1-20 飲食店

門真 天下第一門真店 門真市下島町21-35 飲食店

門真 古本市場　門真店 門真市下島町23-17 その他小売業

門真 (株)サクライ 門真市下島町3-7 その他小売業

門真 ドラッグアカカベ門真大池町店 門真市大池町13-23 市販薬・化粧品

門真 メガネ本舗　門真店 門真市大池町18-15 その他小売業

門真 上新電機㈱　門真店 門真市大橋町27-35 その他小売業

門真 ホームセンターコーナン門真大橋店 門真市大橋町27-35 生活用品

門真 業務スーパーTAKENOKO　大和田店 門真市大橋町29-10 生鮮・一般食品

門真 ローソン門真大橋町店 門真市大橋町9-9 その他小売業

門真 ぶつだんの福光堂 門真市常盤町7-1 その他小売業

門真 ドラッグ　アカカベ　常磐町店 門真市常盤町4-24-2 市販薬・化粧品

門真 ほっかほっか亭　大和田店 門真市常盤町6-13 その他小売業

門真 はりきゅう処　穏 門真市常盤町6-18　サンティール常盤1F その他サ－ビス業

門真 ダイエ－大和田店 門真市野里町10-4 生鮮・一般食品

門真 一笑 門真市野里町1-17 飲食店

門真 タカラブネ大和田店 門真市野里町1-28 その他小売業

門真 菓子工房　益民山月庵 門真市野里町14-30 その他小売業

門真 つる原カメラ 門真市野里町15-6 その他小売業

門真 日の出鍼灸整骨院 門真市野里町21-4 その他

門真 肉のなかみね大和田店 門真市野里町21-4 生鮮・一般食品

門真 回転寿司　一心 門真市野里町7-10 飲食店

門真 ヘアーワールドCPC大和田店 門真市野里町8-1　東ビル１Ｆ 理美容

門真 コクミン大和田店 門真市野里町9-18 市販薬・化粧品

門真 山盛屋坂本 門真市野里町9-21　タウンプラザ東１Ｆ 生鮮・一般食品

門真 お好み焼　こけし 門真市野里町9-21　タウンプラザ東1Ｆ 飲食店

門真 はんこや大和田店 門真市野里町9-22 その他小売業

門真 三浦輪業 門真市野里町9-25 グランドハイツカワモト101 その他小売業

門真 吉野家大和田駅前店 門真市野里町1-32 飲食店

門真 お喜奈 門真市野里町14-24 その他小売業

門真 Ｃａｆｅ＆Ｂａｒ　ＩＲＯＨＡ 門真市野里町14-27 飲食店

門真 パレット　大和田店 門真市野里町15-3 衣料品・寝具

門真 フォトスタジオ　リトルベアー 門真市野里町6-16 その他小売業

門真 ベル薬局 門真市野里町9-25 市販薬・化粧品

門真 日本精肉店 門真市野里町9-21タウンプラザ東1階 生鮮・一般食品

※大型商業施設内の一部店舗・売場では、ご利用できない場合がございます。


