
店舗名 ジャンル 住所 TEL
ファミリーマート　箕面瀬川2丁目店 小売業 瀬川2-3-50 072-720-6174
シェスタ 飲食業 瀬川2-5-14 072-724-0110
おしゃれ洗濯じゃぶじゃぶ　石橋店 サービス業 瀬川3-4-29 072-724-5476
神崎株式会社 小売業 瀬川4-1-50 072-722-3741
株式会社　コジマ 小売業 瀬川5-1-1 072-720-7201
阪急オアシス　箕面店 小売業 瀬川5-1-1 072-720-7337
ビクトリードラッグ　箕面店 小売業 瀬川5-1-1　阪急オアシス箕面店1F 072-721-2305
鶏バル　OKAYAN 飲食業 瀬川5-3-19 072-724-4421
Relaxation　home　salon　Caolier サービス業 半町2-5-27 072-724-1782
ブティック　アぺ・ドンナ 小売業 半町2-12-46 072-721-5050
濵口鍼灸整骨院 その他（医療等） 半町3-12-11 072-722-3613
株式会社　夢職人 小売業 半町3-14-13 072-720-7703
讃岐製麺　箕面半町店 飲食業 半町3-14-27 072-725-5031
半町鍼灸整骨院 その他（医療等） 半町3-15-7 072-725-2006
フレスコ桜井店 小売業 半町3-15-10 072-720-6811
医療法人　塚本歯科 その他（医療等） 半町3-16-3 072-722-0780
ファミリーマート　箕面半町店 小売業 半町4-1-31 072-720-5065
民芸そば　しのぶ庵 飲食業 半町4-2-36 072-723-0172
中華料理　秀林 飲食業 半町4-4-37 072-725-3156
どじょう 飲食業 桜井1-1-1 070-5502-0506
美容室　SAZAESAN サービス業 桜井1-1-3　イタハラビル2F 072-723-9474
グロス・オーフェン 小売業 桜井1-1-31 072-723-9151
おしゃれ洗濯じゃぶじゃぶ　桜井店 サービス業 桜井1-7-20 072-725-7721
ふじもとクリニック その他（医療等） 桜井1-7-20　宝メディカルビル1F 072-737-7186
それはさうと、ハコネコ堂で。 飲食業 桜井1-13-19 －
有限会社　芝粧 小売業 桜井1-13-25 072-723-6403
ALOHA　ANGEL　CAFE 飲食業 桜井1-13-25 072-724-0086
平林書店 小売業 桜井2-1-13 072-722-4095
うなぎ　かねこ 小売業 桜井2-1-14 072-721-4057
メゾンドガトーミュール 小売業 桜井2-1-14 072-722-7772
ベーカリー　フェルディナンド 小売業 桜井2-1-18 072-737-7222
千鳥 飲食業 桜井2-1-19 072-721-2104
デイリーヤマザキ　箕面桜井店 サービス業 桜井2-1-20 072-721-2015
お肉とワイン　昌平 飲食業 桜井2-1-21 072-747-7575
有限会社　くるま 飲食業 桜井2-2-4 072-723-8840
藤井酒店 小売業 桜井2-2-5 072-721-2064
ブティック　HATOYA 小売業 桜井2-2-10　マストメゾン箕面桜井104 072-721-4187
炭火やきとり　飛鳥 飲食業 桜井2-2-22 072-721-9044
体に優しいパン工房アンリ　桜井店 小売業 桜井2-2-24　TSビルⅡ 072-725-6705
ヘアースペース　パシオン サービス業 桜井2-4-3-101 072-724-3380
cafe　SNOW 飲食業 桜井2-4-3-205 072-737-5180
本格四川料理　中村屋 飲食業 桜井2-5-2　マリカファーストビル1F 080-4012-1189
hair　make　agree サービス業 桜井2-5-2　マリカファーストビル2F 072-723-3393
アン・ローゼ洋菓子店 小売業 桜井2-5-2 072-722-9719
Dining　PLUS　358 飲食業 桜井2-5-4 072-736-8345
お食事処　さくらい 飲食業 桜井2-5-5 072-722-2095
モンキーレンチ 飲食業 桜井2-6-6 072-703-1043
津賀屋 小売業 桜井2-7-6 072-721-2471
ハタナカ商店 小売業 桜井2-7-10 072-723-3221
大阪北部農業協同組合　箕面支店 小売業 桜井2-8-8 072-721-2071
藤縄鍼灸整骨院 サービス業 桜井2-9-24 072-702-0050
ダイエー　桜井駅前店 小売業 桜井2-9-33 072-723-9211
桜井市場ワールド食堂&バル 飲食業 桜井2-10-5 050-7121-1195
GOLD　CASTLE　COFFEE 飲食業 桜井2-10-5　阪急桜井市場 050-3707-9005
THE SANFELICE 飲食業 桜井2-10-18 072-743-5554
薫々堂 小売業 桜井2-10-22 072-722-2393
沖縄料理　黒猫屋　くろまやー 飲食業 桜井2-10-23 072-725-9608

割引券を使用することができるお店の一覧です。(令和2年10月29日現在)

登録店舗は、店頭のポスターでご確認いただくか、

ホームページ（右記ＱＲコード）で最新情報をご覧いただけます。

割引券が使用できるお店一覧

⻄部地域

店頭のこのマークが目印！▶

市民のみなさま
箕面市では、新型コロナウイルス感染症の影響による生活支援と、

併せて売上が減少した市内の店舗等を応援するため、市内の登録店

舗でお買い物等をする際、最大50％オフでお買い物等ができる

「箕面お買い物割引券」を全世帯に送付します。

お送りする割引券は、市民１人につき2000円分（額面500円

×4枚）で、登録店舗でのお支払い1000円ごとに割引券を1枚使

用でき、1枚あたり500円の割引を受けることができます。
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店舗名 ジャンル 住所 TEL
北摂オート株式会社 サービス業 桜井2-16-17 072-723-1100
らーめん川當 飲食業 桜井2-19-32 072-722-5135
ディルクス（Dilkhus)　インド料理 飲食業 桜井3-1-15 072-723-0170
くしかつ　ゆめや 飲食業 桜井3-7-22　宮野マンション1F 072-723-5194
ダスキンヘルスレント箕面ステーション その他（福祉用具貸与・販売） 桜井3-8-2-102 072-723-6087
そよかぜの家/陶芸工房はあとや 小売業 桜井3-8-2　南山閣江口ビル103 072-734-6644
そよかぜの家/リサイクルショップ　KAZE 小売業 桜井3-8-2　南山閣江口ビル104 072-722-6161
ライフ　箕面桜ヶ丘店 小売業 桜ヶ丘1-3-25 072-723-3350
（有）末田商店 小売業 桜ヶ丘1-4-24 072-722-3201
岡田米穀店 小売業 桜ヶ丘1-7-39 072-721-5074
ヘア＆メイク　クオーレ その他（美容業） 桜ヶ丘1-10-48-2F 072-737-8683
ALOHA　CAFE　Pineapple　みのお桜ヶ丘店 飲食業 桜ヶ丘1-12-40 072-723-2244
大野歯科医院 その他（医療等） 桜ヶ丘2-1-26 072-721-2679
あさひ寿司 飲食業 桜ヶ丘3-4-18 072-723-7800
髙山堂　箕面店 小売業 桜ヶ丘3-9-15 072-725-7585
(株)　キリン堂　箕面桜ヶ丘店 小売業 桜ヶ丘3-14-16 －
クシロ薬局 小売業 桜ヶ丘4-19-29 072-721-1830
生活協同組合コープこうべ　コープ箕面店 小売業 桜ヶ丘5-6-6 072-721-2025
酒のやまや　牧落店 小売業 桜1-1-1 072-720-0855
あたまの休息　くう サービス業 桜1-2-16 090-1902-6177
サンドラッグ　箕面桜店 小売業 桜1-7-6 072-720-7291
ペットサロン　ブルーイー サービス業 桜1-7-12 072-720-5822
箕面製あん所（箕面のあんこ屋） 小売業 桜1-12-33 072-721-2287
夢藏 飲食業 桜1-13-30 072-736-8085
メイプルサイクル 小売業 桜1-13-32 072-721-0300
ファミール サービス業 桜1-13-32 072-734-6299
花と緑のグリーンバレイ 小売業 桜1-14-13 072-721-4123
森上金物店 小売業 桜1-16-25 072-722-2574
フリーダムキッチン 飲食業 桜1-16-28 072-725-0621
ローソン　箕面桜3丁目店 小売業 桜3-1-17 072-723-1667
植浦商店 小売業 桜4-11-9 072-723-0431
Beau bois 飲食業 桜4-11-16 072-722-1006
パティスリーワイスタイル 飲食業 桜4-15-40 072-737-7088
Cafe ケルン 飲食業 桜4-17-2 072-721-9352
ビーノビーノポッツォ サービス業 桜4-17-5 072-722-3338
癒し処　りらくしんぐ サービス業 桜4-18-1　カーサコモダ箕面102 072-737-5802
メガネの愛眼　箕面牧落店 小売業 桜4-18-8 072-721-5328
食賓工房　北乃屋　箕面店 小売業 桜5-13-11 072-725-5600
hair　studio　You サービス業 桜6-3-25 072-724-2466
cafe mignon 飲食業 新稲1-4-3　グローバル箕面1F 072-700-0482
珈集　箕面店 飲食業 新稲1-9-6 072-723-1567
Cafe terrace KumKum 飲食業 新稲2-1-43 072-735-7357
feel　at　home サービス業 新稲4-2-2 072-743-3286
ファミリーマート 箕面新稲店 小売業 新稲5-1-28 072-720-6173
MDハウス株式会社 その他（建設業） 新稲5-23-24 072-741-5756
ローソン新稲店 小売業 新稲7-9-10 072-723-2593
医療法人こすもす会　おぎそ歯科クリニック その他（歯科医院） 新稲7-9-13　1F 072-721-5025
コンヴェルサシオン 小売業 新稲7-9-17 072-723-1852
おりはし整骨院 その他（整骨院） 新稲7-9-17-102 072-722-0707
有限会社　中新 飲食業 百楽荘1-1-12 072-721-2340
牧落のおっさんの店　和 飲食業 百楽荘1-2-7-1F 072-721-8458
くるりん 小売業 百楽荘1-2-9-103　ハイツ弥生1F 072-724-9543
文化屋 小売業 百楽荘1-2-24 072-723-2108
医療法人メディエフ　寺嶋歯科医院 その他（医療等） 百楽荘1-3-21 072-721-2562
Momijicafe 飲食業 百楽荘2-4-43 072-724-2711
まさはん亭 飲食業 百楽荘3-5-10 072-723-3055
カワキヤクリーニング サービス業 百楽荘4-1-1 072-721-2422
にぎり長次郎　箕面百楽荘店 飲食業 百楽荘4-5-16 072-720-5025
ハンバーグ&ステーキ　HORN　FIELD 飲食業 百楽荘4-7-2 090-8820-9559
上田鍼灸療院 その他（医療等） 牧落1-3-16 072-724-6448
お好み焼　いまくら 飲食業 牧落1-6-12 072-723-1889
GEORGE　BAGEL 飲食業 牧落1-6-12　GEORGE　BAGEL 072-737-4418
ファミリーマート　箕面市役所前店 小売業 牧落1-7-25 072-720-7588
ケンタッキーフライドチキン　箕面店 飲食業 牧落1-7-36 072-720-2700
和匠肉料理　松屋　箕面店 飲食業 牧落1-8-4 072-723-0298
箕面牧落食堂 飲食業 牧落1-8-28 072-724-8611
ラーメン魁力屋　箕面店 飲食業 牧落1-19-3 072-725-1334
株式会社西山電気 小売業 牧落1-19-14 072-722-7958
北摂ワインズ株式会社 小売業 牧落1-19-19 072-722-3019
みゅう整骨院 その他（医療等） 牧落1-19-19 072-722-7026
DONUTS　DEPT 飲食業 牧落1-19-19 072-720-1072
たこ焼き居酒屋　絆 飲食業 牧落2-7-10　ラフィール今中1F 072-725-9577
Nail　Beauty　Salon　Clair サービス業 牧落2-7-13　マザービル2B 072-768-8570
ウインザー・ウッド 飲食業 牧落3-1-5　箕面エルべラーノ307 －
磯物語 飲食業 牧落3-1-5 072-724-0016
メガネの三城　箕面市役所前店 小売業 牧落3-2-4 072-724-8653
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店舗名 ジャンル 住所 TEL
割烹はんべい 飲食業 牧落3-2-22 072-737-4833
Ducca サービス業 牧落3-3-13　ソレーユミノオ201 072-737-8235
ゆらぎスタイル 小売業 牧落3-4-20 072-702-1735
よしだ鍼灸整骨院 その他（医療等） 牧落3-4-23 072-720-5448
Ateu　Hair サービス業 牧落3-5-8-107 072-702-0088
～hair～　7's　bell サービス業 牧落3-5-17　1F 072-724-7676
生鮮専門店　たか橋　牧落店 小売業 牧落3-6-34 072-737-5080
からあげ　スタンド　あさちゃん 飲食業 牧落3-7-20 072-720-6039
emu cafe 飲食業 牧落3-5-8-105 072-796-3455
Private　salon　lilas サービス業 牧落3-8-11 072-722-0823
バーガーダイニング　コハク 飲食業 牧落3-9-12 072-703-6503
箕面かむろ 小売業 牧落3-9-13 072-725-7622
ビストロ居酒屋　心　kokoro 飲食業 牧落3-11-2 072-720-7937
ガスト　牧落店 飲食業 牧落3-13-12 072-720-2080
黒兵衛箕面店 飲食業 牧落3-13-13 072-722-9991
HAIR　MAKE　Aila サービス業 牧落3-13-33　アクティブ箕面1F 072-721-4811
多田歯科医院 その他（歯科医院） 牧落3-13-33-205 072-724-5543
MINOH BEER WAREHOUSE 小売業 牧落3-14-18 072-725-7234
ローソン箕面牧落三丁目店 小売業 牧落3-14-39 072-724-8850
（株）ワタナベクリーニング　牧落本店 サービス業 牧落3-15-33 072-722-3345
ファミリーマート　箕面牧落三丁目店 小売業 牧落3-20-37 072-720-6003
サイクルベースあさひ　牧落店 小売業 牧落4-1-27 072-720-5166
MEGAドン・キホーテ　箕面店 小売業 牧落4-1-30 072-723-7576
らーめん　菜菜 飲食業 牧落4-6-8 072-725-7739
サト　フードサービス株式会社　和食さと　牧落店 飲食業 牧落4-8-64 072-721-2074
ゴルフ5 箕面牧落店 小売業 牧落5-2-5 072-724-0755
リサイクルショップ　ドリーム　箕面店 小売業 牧落5-3-2 072-720-6472
ジャパン　箕面店 小売業 牧落5-4-8 072-722-2711
びっくりドンキー　箕面店 飲食業 牧落5-5-10 072-720-2952
インド料理　シムラン 飲食業 牧落5-5-22 072-725-9069
Bakery endless road 小売業 牧落5-5-23 072-723-3928
七輪 飲食業 牧落5-5-24 072-722-6160
なないろクッキングスタジオ その他（お料理教室） 牧落5-5-46 -
Madonna鍼灸整骨院 その他（医療等） 西小路1-8-11-106 072-723-6089
あかばなァ 飲食業 西小路2-6-10 072-725-3116
メガネのゴトウ 小売業 西小路2-6-10　タルイビル1F 072-724-0021
やきとりや　つーちゃんち 飲食業 西小路2-7-16　朝日ビル2F 072-786-1509
Pot眼鏡店 小売業 西小路2-7-16-101 072-737-5915
サグン　箕面店 飲食業 西小路2-7-16 072-737-7056
ながせデンタルクリニック その他（医療等） 西小路2-7-21-1F 072-725-0007
大東社労士事務所 サービス業 西小路2-7-21-405 072-724-8050
にぎり忠次郎　箕面西小路店 飲食業 西小路2-8-17 072-768-8884
株式会社フランエレガン 飲食業 西小路2-8-17　MEGUMIビル　2F 072-725-9552
ヘアカラー専門店　染の庭　箕面店 サービス業 西小路2-8-17-202 072-722-0772
眼鏡市場　箕面店 小売業 西小路2-8-23 072-720-1418
ウエルシア　箕面西小路店 小売業 西小路2-8-28 072-720-2320
カラオケバンバン　箕面店 サービス業 西小路3-1-9 072-768-8857
ブーランジェリー　カラン 小売業 西小路3-1-15 072-720-6569
レプトン　箕面校 その他（スクール等） 西小路3-1-15　アクセス箕面2F 072-734-7692
チャイルドアイズ　箕面校 その他（スクール等） 西小路3-1-15　アクセス箕面2F 072-734-7692
忍者ナイン　箕面校 その他（スクール等） 西小路3-1-15　アクセス箕面2F 072-734-7692
ますの歯科　矯正歯科 サービス業 西小路3-5-10 072-721-1108
ワンカルビ　箕面牧落店 飲食業 西小路3-10-1 072-725-4129
みのお骨盤リフォーム整骨院 その他（医療等） 西小路3-10-2 072-720-5588
KwaatsiWam サービス業 西小路3-10-6-102 072-725-3344
ドコモショップ　箕面店 小売業 西小路3-16-3 072-721-9300
株式会社　アドバンス　エディオン　箕面駅前店 小売業 西小路3-16-3 072-725-1401
勝尾寺焼窯元　ギャラリー　みのお陶庵 小売業 西小路3-16-10 072-723-7392
セブンイレブン　箕面西小路店 小売業 西小路3-17-2 072-725-1711
ル・プラウ美容室 サービス業 西小路4-1-1 072-722-1718
株式会社リ・レストフル 小売業 西小路4-4-1 072-710-2715
cafe NONNA 飲食業 西小路4-1-1-102 072-734-8908
ビステリア　Pleasant Dining 飲食業 西小路4-1-1-102 072-734-8908
玄氣食堂ゆいまる 飲食業 西小路4-1-2-1 072-747-2111
かどや茶舗 小売業 西小路4-3-1 072-721-3350
もくもく亭　箕面店 飲食業 西小路4-4-30　箕面コスモビル102 072-722-1550
yakiniku　キッチン　あさちゃん 飲食業 西小路4-4-33 072-722-8551
食彩　さざん 飲食業 西小路4-4-33 072-725-0081
MON POTE 飲食業 西小路4-6-1 072-747-9264
磯よし　市役所店 飲食業 西小路4-6-1 072-724-3302
体に優しいパン工房アンリ　牧落店 小売業 西小路5-1-5 072-725-6700
MODE　K'S SUNNY GRACE サービス業 西小路5-1-5 072-723-2208
ダスキンメリーメイド　箕面店 サービス業 西小路5-2-23　シュロス箕面 072-724-3030
ヘアーサロン　ホワイト サービス業 西小路5-2-32 072-724-5820
株式会社　フォトサロンせきのエス サービス業 西小路5-4-2　オフィスワイ5F 072-722-1577
cafe　de　10番　箕面市役所前 飲食業 西小路5-4-15 072-722-0510
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店舗名 ジャンル 住所 TEL
亀甲堂 小売業 西小路5-4-22 072-721-8491
チャイニーズキッチン風の翼 飲食業 西小路5-5-5　清和ビル101 072-721-7602
有限会社　樋口酒店 小売業 箕面1-1-37 072-721-3112
久國紅仙堂 小売業 箕面1-1-40 072-721-2747
もみぢや 小売業 箕面1-1-41 072-721-3125
千鳥屋宗家　箕面店 小売業 箕面1-1-45 072-723-1512
有限会社　ニューグランド サービス業 箕面1-1-45 072-724-1157
クーズコンヤルボ　阪急箕面店 小売業 箕面1-1-45　阪急セブン1F 072-722-3066
お好み焼き店　かえで 小売業 箕面1-1-45　箕面阪急セブン 072-722-2065
居酒屋　手まり サービス業 箕面1-2-6-104 072-724-3966
はくちゃんパクちゃん 飲食業 箕面1-2-6 箕面駅前ビル1F 102 090-3845-0707
bar　K　spirits 飲食業 箕面1-2-6　箕面駅前ビル204 072-722-5500
unite 小売業 箕面1-2-6　箕面駅前ビル304 090-3841-0261
カットハウス　COCO その他（美容室） 箕面1-2-9 072-721-5511
BAR HEART 飲食業 箕面1-4-3 －
河鹿荘 小売業 箕面1-4-3 －
花こまち 飲食業 箕面1-4-6 072-722-2801
ハワイアンジュエリーショップKai 小売業 箕面1-4-6 072-724-7252
中の家 小売業 箕面1-4-8 072-721-3224
奥井昆虫ファクトリー　カブト、クワガタ販売 小売業 箕面1-5-3 072-723-6646
植田宝栄堂 小売業 箕面1-6-3 072-721-4156
ファインモーグル サービス業 箕面1-8-1　箕面駅前ビル2F 072-722-6769
きぬがさ 飲食業 箕面1-8-6 072-723-2800
ガス器具ヒルズ 小売業 箕面1-8-31-101　メイプルコート 072-724-2289
セレクトショップ　コニー 小売業 箕面1-9-21　クレール箕面 072-725-6533
株式会社花畑商店 小売業 箕面2-1-5 072-721-3104
やきとり大吉　箕面店 飲食業 箕面2-1-28 072-723-0765
オーミナミ垣内輪業 小売業 箕面2-1-30 072-723-3213
中井商会 小売業 箕面2-1-32 072-721-3369
北摂スパイス研究所 飲食業 箕面2-1-34 072-735-7799
からから亭　箕面店 飲食業 箕面2-13-16 072-722-0080
みのお山荘風の杜 その他（宿泊業） 箕面2-14-71 072-722-2191
カフェ＆スペース　クーネロコ 飲食業 箕面3-3-31 072-721-5491
ピンクポコペン 小売業 箕面4-8-30 072-720-0585
キャベツ畑 飲食業 箕面4-8-39 072-724-2544
修理工房リペア・マイスター箕面店 サービス業 箕面4-8-48 072-721-4163
スタジオK その他（スクール等） 箕面5-1-7-1F 072-723-6146
天理スタミナラーメン　箕面店 飲食業 箕面5-1-11 072-722-0080
ペロット 小売業 箕面5-1-45　ハイツ宝山1F-A 072-724-9370
美容室　muse　Danae サービス業 箕面5-1-52　箕面アルコス2F 072-720-6678
家庭料理かみぞの 飲食業 箕面5-1-52-1 072-721-0524
ほっかほっか亭　箕面郵便局前店 飲食業 箕面5-11-3 072-720-5560
花と暮らす店　木花　Mocca 小売業 箕面5-11-4　プラティア1F 072-723-8873
喫茶るうぷ　メイプルホール店 飲食業 箕面5-11-23 072-724-1294
有限会社タケナカ 小売業 箕面5-13-31 072-721-7329
hair　comfort サービス業 箕面5-13-33　グリーンライフ箕面1F 072-725-8666
小料理・湯豆腐　おやすみ処　嵯峨野茶家 飲食業 箕面5-13-40-A105　箕面ニュープラザ1F 072-721-1070
居酒家　まるこん　箕面店 飲食業 箕面5-13-46 072-724-0551
VIAMINO 飲食業 箕面5-13-46 072-725-3373
蕎麦の実　一慶 飲食業 箕面5-13-47 072-725-5568
茂里鮨 飲食業 箕面5-13-49 072-722-7366
味園 飲食業 箕面5-13-49 072-722-1123
ヘアーサロン　五味 サービス業 箕面5-14-50 072-724-8030
GAMA 飲食業 箕面6-1-9 2F 072-786-1909
株式会社タカムラ 小売業 箕面6-1-12 072-724-1191
コレクションMODEM 小売業 箕面6-1-13 072-725-5576
やなぎ屋クリーニング　箕面店 サービス業 箕面6-1-15 072-724-5966
Hair Planning La Cero サービス業 箕面6-1-15　第6吉光ビル　2F 072-725-8221
おでん　安達屋 飲食業 箕面6-1-15-102 072-725-7757
中華屋　KurumA 飲食業 箕面6-1-16 072-724-7111
みのお博宝花園 小売業 箕面6-1-18 072-722-3388
KURUKURU 小売業 箕面6-1-19 072-737-4666
Beer　Shop　UMEHARA 小売業 箕面6-1-20 072-741-2619
そうざいや　KurumA 小売業 箕面6-1-21 072-724-7111
GELATO　STAND 飲食業 箕面6-1-21 050-5806-6485
ミスタードーナツ　箕面ショップ 飲食業 箕面6-1-30 072-720-7101
銀座に志かわ　箕面店 小売業 箕面6-1-30 072-725-2402
PAPA'S　箕面店 サービス業 箕面6-1-30　箕面本通りアーバンライフ 072-720-5033
MAMA'S　箕面店 サービス業 箕面6-1-30　箕面本通りアーバンライフ 072-725-5001
洋食　フェリーチェ 飲食業 箕面6-1-32 072-720-3031
海鮮処　鱻　ぎょぎょぎょ 飲食業 箕面6-1-32-101 070-1741-0804
箕面駅前鍼灸整骨院 その他（医療等） 箕面6-2-5-102 072-724-1161
リラクゼーション　Mimore サービス業 箕面6-2-16-203 080-4243-3300
blanc　美容室 サービス業 箕面6-2-18 072-796-0024
カフェ　サルンポヮク 飲食業 箕面6-2-18 072-764-8200
ヨシダスタジオ サービス業 箕面6-2-28 072-721-7295
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kitchen suu 飲食業 箕面6-2-29 080-9127-2727
ブティック　ハヤシ 小売業 箕面6-3-1　みのおサンプラザ1号館1F-101 072-722-0884
黒毛和牛　肉のサンエイ 小売業 箕面6-3-1　みのおサンプラザ1号館1F-103 072-721-3156
婦人服飾　toff 小売業 箕面6-3-1　みのおサンプラザ1号館1F-105 070-1740-3939
株式会社ワタナベクリーニング　サンプラザ店 サービス業 箕面6-3-1　みのおサンプラザ1号館1F-108 072-724-5668
化粧品&エステ　箕面ベニヤ 小売業 箕面6-3-1　みのおサンプラザ1号館1F-109 072-721-3355
ベビー・子供服　ポップ 小売業 箕面6-3-1　みのおサンプラザ1号館1F-110 072-721-7843
喫茶　木だち 飲食業 箕面6-3-1　みのおサンプラザ1号館1F-114 072-723-5056
紳士服お誂え専門　三谷屋洋服店 小売業 箕面6-3-1　みのおサンプラザ1号館1F-115 072-721-7215
家電専門店　光和電気（株） 小売業 箕面6-3-1　みのおサンプラザ1号館1F-118 072-721-3096
野菜・漬物　生活応援団 小売業 箕面6-3-1　みのおサンプラザ1号館1F-119 072-723-9511
犬の美容室　Angel　Dog サービス業 箕面6-3-1　みのおサンプラザ1号館1F-120 072-723-4772
酒・駄菓子　和田酒店 小売業 箕面6-3-1　みのおサンプラザ1号館1F-123 072-721-3157
寝具の立花 小売業 箕面6-3-1　みのおサンプラザ1号館1F-124 072-723-6880
生活雑貨　J-HOUSE 小売業 箕面6-3-1　みのおサンプラザ1号館1F-128 072-722-2741
株式会社　北大阪日経オリコミ サービス業 箕面6-3-1　みのおサンプラザ1号館1F-131 072-735-7018
スクール用品・グンゼ肌着　フジメイト 小売業 箕面6-3-1　みのおサンプラザ1号館1F-133 072-723-7850
婦人服飾　マイ・クローゼットエマ 小売業 箕面6-3-1　みのおサンプラザ1号館1F-137 072-721-1253
調剤　一誠堂薬局 小売業 箕面6-3-1　みのおサンプラザ1号館2F-202 072-721-0877
ル・ジャルダン美容室 サービス業 箕面6-3-1　みのおサンプラザ1号館2F-206 072-722-8603
スポーツショップ　ドライバーホース 小売業 箕面6-3-1　みのおサンプラザ1号館2F-212 072-721-1212
アトリエ　るびえ 小売業 箕面6-3-1-102 072-724-4646
得得　箕面店 飲食業 箕面6-4-1　ノブレヴィラ　1F 072-725-1270
魚民　箕面駅前店 飲食業 箕面6-4-1　ノブレビラ2F 072-722-9488
箕面デニッシュ　サトウカエデ 飲食業 箕面6-4-17 072-734-6517
ミュージックショップ　ピッコロ 小売業 箕面6-4-24 072-723-0395
美容室　めぞん・ど・ぼーて サービス業 箕面6-4-24　サンクスビル2F 072-723-5292
メガネのサンクス 小売業 箕面6-4-24　サンクスみのお1番館 072-723-5432
銀蔵　サンクスみのお店 飲食業 箕面6-4-24　サンクス箕面1番館1F 080-3846-7899
A La 飲食業 箕面6-4-24 072-722-5567
きのしたブック 小売業 箕面6-4-28 072-722-1915
本場インド料理　DiPRASNA 飲食業 箕面6-4-28　サンクス2番館1F 072-724-8558
かさぎ鍼灸整骨院 その他（医療等） 箕面6-4-43 072-722-5580
LA　PESE'E サービス業 箕面6-4-43　ジョイビル1F 072-737-7608
フクロウカフェ　クルー 飲食業 箕面6-4-46 072-735-7296
ギフト華　箕面店 小売業 箕面6-4-46　みのおメイト107号 072-722-1545
BAZZ　LIGHT 飲食業 箕面6-4-46　みのおメイトビル1F －
リサイクルブティック　ベル 小売業 箕面6-4-46　メイトビル106 072-722-9988
ワインバーテラ　箕面店 飲食業 箕面6-4-46-110 072-722-1118
ウインザー 飲食業 箕面6-5-1 072-723-9482
やきもん亭 飲食業 箕面6-5-1 072-786-6161
魁羅洲 飲食業 箕面6-5-1 072-725-5571
みのおガーデン 小売業 箕面6-5-2 072-721-7093
肉の三田亭 小売業 箕面6-5-2　フードコンパニオン内 072-722-3313
ジュネ　毛糸店 小売業 箕面6-5-2　フードコンパニオン内 072-722-4476
ザ・やおや 小売業 箕面6-5-2　フードコンパニオン内 090-6558-1579
雑貨屋　ふらっと 小売業 箕面6-5-2　フードコンパニオン内 －
カナッティーニ 小売業 箕面6-5-2　フードコンパニオン 090-2199-3606
ライフォート　箕面店 小売業 箕面6-5-11 072-725-1200
株式会社いかりスーパーマーケット　箕面店 小売業 箕面6-5-16 072-724-3190
KOHYO　箕面店 小売業 箕面6-5-21 072-720-5040
PLUSTIC サービス業 箕面6-6-5　レイドール箕面1F 072-725-8061
株式会社エピナール 小売業 箕面6-6-8 072-724-2248
お好み焼　彩香 飲食業 箕面6-6-47 072-721-5489
セルジュ 小売業 箕面6-7-43　マグノリア箕面101 072-724-8600
箕面テレビ 小売業 箕面6-7-51 072-722-3184
しずくいし歯科医院 その他（医療等） 箕面6-9-6　箕面しずくビル1F 072-724-8341
銀なべ 飲食業 箕面6-9-8 072-722-4169
お菓子のお店　ラ・ポーム 小売業 箕面6-9-14 072-723-8070
美環房 飲食業 箕面6-10-7 072-725-1018
カラオケカフェ　しぶおんぷ 飲食業 箕面6-10-19　BF 072-723-2000
フォレスト　ガーデン 飲食業 箕面6-10-21 072-734-6172
NAILSALON　CocoRocco サービス業 箕面6-10-24 072-723-1188
伊勢見商店 小売業 箕面6-75-1 072-722-9128
Beli-yu　箕面 サービス業 箕面7-1-1 072-725-6881
箕面温泉スパーガーデン サービス業 温泉町1-1 072-723-5500
明治の森　箕面　音羽山荘 サービス業 箕面公園1-3 072-721-3005
旬菜和食　紅葉 飲食業 箕面公園1-10 090-3973-7030
桃太郎 小売業 箕面公園1-11 072-721-3354
つる家 飲食業 箕面公園1-45 072-721-3380
一汁二菜　うえの　箕面店 飲食業 箕面公園2-5 072-745-0699
カフェ・ギャラリー　ゆずりは 小売業 箕面公園2-5 072-745-2020
みのお滝茶屋　楓来坊 飲食業 箕面公園2-74 072-725-1168
磯よし 飲食業 箕面公園内（川床） 072-724-2477
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たこ焼　ひなた 飲食業 如意谷1-7-41　パレ・アルハンブラⅡ1F 072-720-5077
CAZI CAFE 飲食業 如意谷1-11-21 072-721-3321
FRANK -Ride and Eat- 飲食業 如意谷1-11-26 072-703-0820
coffee&bakes　Yatt 飲食業 如意谷1-12-19 072-737-9666
電化の久栄堂　東店 小売業 如意谷2-7-18 072-723-3833
丹波屋（リカーショップ　タキモト） 小売業 如意谷2-8-20 072-722-0082
フレッシュフーズ　キクヤ 小売業 如意谷2-8-32 072-722-3570
LOVEED サービス業 如意谷2-10-29-1F 072-786-9756
綜合メディカル株式会社 小売業 如意谷2-10-35 072-723-9121
トリミングサロン　ボブテイルシュウ サービス業 如意谷2-10-41 072-724-5515
ペットハウス　ボブテイルシュウ サービス業 如意谷2-11-29 072-720-2881
Fun　Fun　Kitchen 小売業 如意谷4-3-11 072-737-4311
生活協同組合コープこうべ　コープミニルミナス箕面店 小売業 如意谷4-6-19 072-724-8761
（株）AOKI　箕面店 小売業 白島1-1-3 072-729-4888
美容プラージュ　箕面萱野店 サービス業 白島1-1-21　ル・シエル箕面1F 072-726-2888
理容プラージュ　箕面萱野店 サービス業 白島1-1-21　ル・シエル箕面1F 072-726-3828
学生服の中外　箕面店 小売業 白島1-1-24 072-722-1229
Ogawatei 飲食業 白島1-1-39 072-720-5655
Acciarpone 小売業・飲食業 白島1-7-25　チアミナミビル102 072-728-6220
手造りハンバーグの店 飲食業 白島1-7-25-101 072-729-3223
音羽鮨　箕面出前センター 飲食業 白島1-14-6 072-723-0100
アップルプラス薬局　箕面店 小売業 白島1-14-7 072-724-3485
魚正 飲食業 白島2-1-20 072-723-2966
明石倶楽部 飲食業 白島2-22-24 072-723-7739
REBORN サービス業 白島2-24-3　1F 072-702-0382
カフェエズ 飲食業 白島2-28-3 072-724-0770
Modeun 飲食業 白島2-28-7　レストサンピア1F －
ファミリーマート　箕面白島店 小売業 白島2-29-19 072-720-7330
インド料理専門店　クシュクシュ　箕面店 飲食業 白島2-29-21 072-725-8086
テクテク紅茶や 飲食業 白島3-1-14 072-737-9288
マルイワ食品 小売業 白島3-1-14 072-725-2551
パティスリー　クリ　ド　コック 小売業・飲食業 白島3-7-2 072-729-0285
株式会社シバノ 小売業 白島3-7-2 072-727-1880
業務スーパーTAKENOKO　坊島店 小売業 坊島1-1-8 072-720-6456
生活協同組合　コープこうべ　コープ箕面中央 小売業 坊島1-1-15 072-720-3021
フラワーショップ　ピース 小売業 坊島1-1-15　コープ箕面中央1F 072-723-3187
たっころっけ 飲食業 坊島1-1-15　コープ箕面中央1F 090-2385-4676
サンドラッグ　箕面店 小売業 坊島1-1-20 072-720-7501
せんしゅう 飲食業 坊島1-2-4 072-721-7757
わらび 飲食業 坊島1-2-5 072-721-5122
ダスキン信栄 サービス業 坊島1-2-16 072-722-2600
株式会社　キリン堂　坊島店 小売業 坊島1-2-50 －
小倉山荘　箕面雅寮 小売業 坊島1-2-53 072-725-2000
豊能障害者労働センター　「積木屋」 小売業 坊島1-7-17 072-724-0324
セブン－イレブン　箕面坊島1丁目店 小売業 坊島1-15-28 072-723-7311
Go　to　English その他（スクール等） 坊島3-18-2 072-735-7457
ぶらぼう 小売業 坊島3-21-5 072-720-7739
株式会社　モリタ 小売業 坊島4-1-1 072-722-1231
焼肉たむら 飲食業 坊島4-5-20　WEST1-1F 072-720-5558
シェ・ナカツカ 小売業 坊島4-10-4 072-720-3636
理容フクイ サービス業 坊島4-21-1 072-722-8418
セブンイレブン　箕面坊島5丁目店 小売業 坊島5-1-32 072-722-7211
ホームセンターコーナン　箕面今宮店 小売業 石丸1-3-6 072-749-5011
ケーズデンキ　箕面店 小売業 石丸1-3-6 072-726-2001
grow　cafe 飲食業 石丸1-6-2 072-703-4859
広東菜館　香園 飲食業 石丸1-11-2 072-726-0056
折詰・仕出し　乃むら 飲食業 石丸1-16-2 072-729-9961
オンフルール 小売業 石丸2-6-34 072-729-7302
焼き鳥　しゃっくん 飲食業 石丸2-7-1 072-727-3018
みのお茶寮 飲食業 石丸2-8-3 072-729-0051
内田クリーニング サービス業 石丸2-8-33 072-729-2437
マックスバリュ　箕面外院店 小売業 石丸2-10-70 072-730-0610
ローソン　箕面石丸二丁目店 小売業 石丸2-16-13 072-728-5537
らーめんだいにんぐ　味紀亭 飲食業 石丸3-2-5 072-727-2836
にぎり長次郎　石丸店 飲食業 石丸3-4-27 072-728-7284
オールドギア　箕面店 小売業 外院1-1-7 072-726-6200
ENOKIYA　MUSIC　BOXES 小売業 外院2-7-7 072-727-7791
POTLATCH 小売業 外院3-1-19 072-741-6656
ダンケ箕面 飲食業 外院3-1-19 072-728-2881
ローソン　箕面外院三丁目店 小売業 外院3-4-31 072-726-1119
ICHIRIN　COFFEE　箕面本店 飲食業 外院3-4-35 072-726-5206
写真館　エンジェル サービス業 外院3-5-17　パティオ外院101 072-729-2697
ヘアーギャラリー　伊八 サービス業 外院3-5-17-102 072-727-6501

中部地域
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店舗名 ジャンル 住所 TEL
KUTARO 箕面店 飲食業 稲1-1-4 072-720-5700
株式会社　美々卯　箕面店 飲食業 稲1-1-19 072-720-5688
ケアタクシーみもざ その他（運輸業） 稲1-3-5-208 080-2542-3663
メナードフェイシャルサロン　ウエリアイナ 小売業 稲1-5-22 070-5342-8078
ライフ　箕面店 小売業 稲1-10-13-2 072-725-0131
銀のさら　箕面店 飲食業 稲2-1-3 072-725-7779
Y's　Note 小売業 稲2-1-12 072-723-0171
金比羅製麺　箕面稲店 飲食業 稲3-1-3 072-721-2317
Lalanaｒia その他（美容室） 稲4-3-30 072-741-1118
夢一喜　箕面船場店 飲食業 稲6-7-20 072-729-1729
メナードフェイシャルサロン　マザーリーフ サービス業 稲6-10-5　稲ビューハイツ203 072-730-0880
味菜香　やま脇 飲食業 稲6-15-11 072-749-0161
cache-cache 小売業 稲6-15-17　1F 072-734-8415
焼肉処　葡萄匠屋　箕面本店 飲食業 稲6-15-19 072-728-3391
510deli 小売業 萱野2-11-4　芝楽内 072-720-6636
B-MART 小売業 萱野2-11-4　芝樂1F 072-720-6535
家具のアウトレットGET箕面店 小売業 萱野2-1-33 072-722-3224
株式会社　橋本 小売業 萱野2-2-27 072-723-3232
リサイクルショップ　ZEROの家 小売業 萱野2-2-28 072-734-7239
大阪北部農業協同組合　農産物直売所 小売業 萱野2-6-13 072-749-3818
木曽路　箕面店 飲食業 萱野3-1-5 072-724-4484
カラオケスタジオ　コーダンシャ 飲食業 萱野3-1-9　箕面ビル　B1 072-723-2050
かやの中央スイミングスクール その他（スクール等） 萱野4-2-10 072-723-0102
メイプル法律事務所 サービス業 萱野4-3-10　箕面野口ビル402 072-723-9800
大阪北部農業協同組合　萱野支店　購買店舗 小売業 萱野4-3-16 072-722-5451
大起水産　回転寿司　箕面店 飲食業 萱野4-3-32 072-720-1112
街のみなと　箕面店 小売業 萱野4-3-32 072-720-1111
Green　note...グリーンノート 小売業 萱野4-11-1 072-723-4187
ホームセンターコーナン箕面萱野店 小売業 萱野5-5-8 072-726-5192
ゆっくり 小売業 萱野5-8-1　みのおライフプラザ1F 072-727-9547
喫茶るうぷ　ライフプラザ店 飲食業 萱野5-8-1　みのおライフプラザ1F 072-727-9546
美容室　ミスミ サービス業 萱野5-8-1　ライフプラザ内 072-730-6558
DOT9 小売業 西宿1-1-10 072-727-7735
株式会社トヨタレンタリース大阪　箕面店 その他（レンタカー貸渡業） 西宿1-5-6 072-730-0200
十二松六左衛門 飲食業 西宿1-5-43 072-737-6274
麺や六三六別邸箕面 飲食業 西宿1-5-43 072-737-6273
さん天箕面西宿店 飲食業 西宿1-8-3 072-734-8830
洋服の青山　箕面店 小売業 西宿1-11-1 072-727-2035
株式会社カラーズ 小売業 西宿1-11-9 072-730-0800
スポーツデポ　みのおキューズモール店 小売業 西宿1-12-8 072-726-6051
マジックミシン サービス業 西宿1-12-8　EAST3-1F 072-730-5531
TIME'S　GEAR 小売業 西宿1-12-8　EAST3-2F 072-734-6750
Right-on 小売業 西宿1-12-8　EAST3-2F 072-726-4766
ユニクロ 小売業 西宿1-12-8　EAST3-2F 072-749-0522
セリア 小売業 西宿1-12-8　EAST3-2F 072-729-2865
中央コンタクト 小売業 西宿1-12-8　EAST3-2F 072-749-1011
atアニマルクリニック サービス業 西宿1-13-10　EAST2-1F 072-728-8884
くまざわ書店 小売業 西宿1-13-10　EAST2-2F 072-727-0771
西尾呉服店 小売業 西宿1-13-10　EAST2-2F 072-726-7373
J!NS 小売業 西宿1-13-10　EAST2-2F 072-749-1014
Green　Parks　topic 小売業 西宿1-13-10　EAST2-2F 072-728-8206
北摂焙煎所 小売業 西宿1-13-10　EAST2-2F 072-728-7311
リラクゼーションサロン　プルメリア　 サービス業 西宿1-13-10　EAST2-2F 072-736-9033
ヘア＆メイク　ラ・シェンテ サービス業 西宿1-13-10　EAST2-2F 072-726-0658
生麺工房　鎌倉パスタ 飲食業 西宿1-13-10　EAST2-3F 072-726-2309
ご飯ととろろ　とろ麦 飲食業 西宿1-13-10　EAST2-3F 072-726-5619
いきなり！ステーキ 飲食業 西宿1-13-10　EAST2-3F 072-737-4129
家族亭 飲食業 西宿1-13-10　EAST2-3F 072-749-6815
鶴橋風月 飲食業 西宿1-13-10　EAST2-3F 072-727-3156
地鶏焼肉　一鳥 飲食業 西宿1-13-10　EAST2-3F 072-728-8910
イオンスタイル箕面 小売業 西宿1-15-30 072-726-0888
髙木鮮魚店 小売業 西宿1-15-30　CENTER-1F 072-768-8267
肉工房　千里屋 小売業 西宿1-15-30　CENTER-1F 072-749-4129
八百司（やおじ） 小売業 西宿1-15-30　CENTER-1F 072-737-9831
カルディコーヒーファーム 小売業 西宿1-15-30　CENTER-1F 072-730-2040
オリンピア　チョコレートレーベル 小売業 西宿1-15-30　CENTER-1F 072-734-7744
ベルーナ 小売業 西宿1-15-30　CENTER-1F 072-735-7601
クリーニングルビー サービス業 西宿1-15-30　CENTER-1F 072-727-3737
クツショウテン サービス業 西宿1-15-30　CENTER-1F 072-726-6281
Joshin 小売業 西宿1-15-30　CENTER-2F 072-729-0211
ドゥ　サックス 小売業 西宿1-15-30　CENTER-2F 072-768-8778
ココカラファイン 小売業 西宿1-15-30　CENTER-2F 072-734-6355
ブーランジェリー＆カフェ　サニーサイド 飲食業 西宿1-15-30　CENTER-2F 072-727-7000
カプリチョーザ 飲食業 西宿1-15-30　CENTER-2F 072-728-0537
POLA　THE　BEAUTY 小売業 西宿1-15-30　CENTER-2F 072-726-7301
果汁工房　果琳 飲食業 西宿1-15-30　CENTER-2F 072-735-7000
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店舗名 ジャンル 住所 TEL
la　melange 小売業 西宿1-15-30　CENTER-2F 072-737-4484
メガネのアイガン 小売業 西宿1-15-30　CENTER-2F 072-730-0393
tutuanna　with　Life 小売業 西宿1-15-30　CENTER-2F 072-768-8998
ラーメン横綱 飲食業 西宿1-15-30　CENTER-2F　フードコート 072-737-8831
かつ満 飲食業 西宿1-15-30　CENTER-2F　フードコート 072-727-2000
韓国料理bibim' 飲食業 西宿1-15-30　CENTER-2F　フードコート 072-737-4434
はなまるうどん 飲食業 西宿1-15-30　CENTER-2F　フードコート 072-768-8070
ミスタードーナツ 飲食業 西宿1-15-30　CENTER-2F　フードコート 072-737-6256
リンガーハット 飲食業 西宿1-15-30　CENTER-2F　フードコート 072-739-6008
鳥さく 飲食業 西宿1-15-30　CENTER-2F　フードコート 072-728-6378
サーティワンアイスクリーム 飲食業 西宿1-15-30　CENTER-2F　フードコート 072-730-2931
大起水産　街のみなと 飲食業 西宿1-15-30　CENTER-2F　フードコート 072-726-2002
昭和大衆ホルモン・串かつ勝大 飲食業 西宿1-15-30　CENTER-2F　フードコート 072-728-0094
THE　SHOP　TK　MIXPICE 小売業 西宿1-17-22　EAST1-1F 072-749-6758
タリーズコーヒー　with　U 飲食業 西宿1-17-22　EAST1-1F 072-734-6222
SHOO・LA・RUE 小売業 西宿1-17-22　EAST1-1F 072-737-9327
ジーユー 小売業 西宿1-17-22　EAST1-1F 072-734-6081
ひごペットフレンドリー 小売業 西宿1-17-22　EAST1-1F 072-749-5100
DOG　DEPT 小売業 西宿1-17-22　EAST1-1F 072-749-5920
Sister　by　Paris　Lagar 小売業 西宿1-17-22　EAST1-1F 072-729-3888
スターバックスコーヒー 飲食業 西宿1-17-22　EAST1-2F 072-749-6745
タピオカスイーツ　BullPulu 飲食業 西宿1-17-22　EAST1-2F 072-768-8080
スマートクール 小売業 西宿1-17-22　EAST1-2F 072-737-7533
ABC-MARTスポーツ 小売業 西宿1-17-22　EAST1-2F 072-734-6791
ORIHICA 小売業 西宿1-17-22　EAST1-2F 072-726-8488
ABC-MART 小売業 西宿1-17-22　EAST1-2F 072-749-5270
手芸センターGRANDドリーム 小売業 西宿1-17-22　EAST1-2F 072-734-7333
ketty 小売業 西宿1-17-22　EAST1-2F 072-726-3880
Honeys 小売業 西宿1-17-22　EAST1-2F 072-726-8750
F-ｃollection サービス業 西宿1-17-22　EAST1-2F 072-749-5181
SM2　otan　taman 小売業 西宿1-17-22　EAST1-2F 072-749-5001
CHINESE　CUISINE　綉花 飲食業 西宿1-18-16 072-727-7678
株式会社　あさひ　サイクルベースあさひ箕面店 小売業 西宿2-1-11 072-730-2425
BENTO　ラクタ 飲食業 西宿2-19-7 080-3833-1340
ハートフル　西宿本店 小売業 西宿3-16-1-101 072-727-0810
ピザハット箕面西宿店 飲食業 西宿3-16-1　西宿ファミリーハイツ 072-726-1300
株式会社　インテリア館リノプラス その他（建設業） 西宿3-17-31 072-729-1351
箕面瓦斯住宅設備株式会社 小売業 今宮1-5-7 072-729-0001
PC　DEPOT　箕面店 小売業 今宮1-8-22 072-727-2255
スギ薬局　箕面今宮店 小売業 今宮1-8-22 072-734-8631
シフト整体院 その他（医療等） 今宮2-4-18-13 072-737-8963
ピザーラ箕面店 サービス業 今宮2-4-23 072-728-5900
株式会社　ダスキン　今宮支店 サービス業 今宮3-4-24 072-727-3031
業務スーパーTAKENOKO　箕面店 小売業 今宮3-5-22 072-726-7361
コーナン商事株式会社　PRO箕面今宮店 小売業 今宮3-10-1 072-727-5705
炭火焼肉　心一 飲食業 今宮3-10-5 072-734-8467
Organic Hair Salon for you その他（美容業） 西宿3-16-1 072-739-6171
ビューティーサロン　千代 サービス業 今宮3-26-46　リエス北千里1F 072-729-1384
うの花 飲食業 今宮4-9-21 072-726-5433
マダムシンコ　箕面本店 小売業 今宮4-10-44 072-749-4538
セブンイレブン　箕面今宮4丁目店 小売業 今宮4-10-48 072-730-8660
（株）キリン堂　サーバ箕面今宮店 小売業 今宮4-10-54 072-749-3131
お好み焼　奴 飲食業 今宮4-17-5 072-726-8015
ファミリーマート　箕面萱野店 小売業 船場西1-4-4 072-749-3040
じゅうたん売場　ギャンジィー 小売業 船場西1-5-12　バッグリペアサービス2F 072-749-3201
有限会社船場西薬局 小売業 船場西1-6-7 072-727-7255
箕面のちいさな宝石屋 小売業 船場西1-8-9　船場ビルディング2A 072-702-1646
Natural　Dining　鶏○ 飲食業 船場西1-8-9-B1F 072-737-8083
コウセイ堂薬局 小売業 船場西1-8-26 1F 072-728-6757
ネーブルハウス　箕面店 小売業 船場西1-14-16 072-729-0835
ログマリア　カフェ&ラテアートスクール その他（スクール等） 船場西2-1-17-405 090-3260-4176
ローソン　箕面船場西二丁目店 小売業 船場西2-3-15 072-728-2239
三英美術 小売業 船場西2-7-5　シーモア千里ビル1F 072-736-9919
美尚 小売業 船場西2-7-11　1F 072-726-2450
スギ薬局　箕面船場店 小売業 船場西2-12-4　CTCプライムハイツ101 072-734-7801
ハウスクリーニング専門店　フォーエル サービス業 船場西2-14-27-3F 072-734-6989
hair　make　Jima サービス業 船場西2-18-6 072-744-5000
BANSE　basic　interiors 小売業 船場西2-18-6　1F 072-739-6168
鍼灸院　喜 サービス業 船場西2-18-6　杉谷パークマンション1F 090-6558-4658
STANDARD サービス業 船場西3-1-1 072-727-3082
ファミリーマート　箕面船場店 小売業 船場西3-1-1 072-749-4323
ノイカフェ　箕面船場本店 飲食業 船場西3-6-40 072-796-3751
みのお鍼灸整骨院 その他（医療等） 船場西3-6-43 072-728-7223
ラ、パン 小売業 船場西3-6-43 072-730-7750
北摂焙煎所本店/cafe　matin 飲食業 船場東1-2-20　3F 072-726-2266
SQUARE　FURNITURE 小売業 船場東1-8-58 072-737-9234
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店舗名 ジャンル 住所 TEL
マザームーンカフェ　千里店 飲食業 船場東1-9-32 072-727-5939
旬彩倶楽部　かなかな 飲食業 船場東1-13-10 072-749-2250
セブン－イレブン　箕面船場東店 小売業 船場東2-1-20 072-727-7750
ジェット食堂 飲食業 船場東2-2-13　ジェット6Ｆ 072-729-3531
Popincourt　cafe　箕面店 飲食業 船場東2-3-56 072-727-3751
Lula 小売業 船場東2-3-56　1F　Lula 072-734-6591
CAFE　Rico 飲食業 船場東2-4-1　フレスデザインビル1F 072-710-0295
北の椅子とminoh 小売業 船場東2-4-3 072-703-3522
阪急オアシス　箕面船場店 小売業 船場東3-2-26 072-730-2685
エディオン　箕面船場店 小売業 船場東3-2-26 072-729-3111
ゴルフギアサージ　千里箕面店 小売業 船場東3-3-5 072-726-0034
ゴルフギアサージ　千里箕面アウトレット店 小売業 船場東3-3-5 072-726-0035
Be-　clear 飲食業 船場東3-5-1 072-730-0141
やまや　箕面船場店 小売業 船場東3-5-39 072-726-2600
天ぷらの山 飲食業 船場東3-9-2 072-730-2290
最上屋 小売業 船場東3-10-28 072-729-1551
本家かまどや　箕面船場東店 飲食業 船場東3-10-28 072-728-2427
カフェ　ド　モナムール 飲食業 船場東3-10-28　新船場太平ビル104 072-727-7301
箕面湯元　水春 サービス業 船場東3-13-11 072-726-4126
Bb　箕面船場店 サービス業 船場東3-13-11 072-726-3955
ラーメン亀王　箕面船場店 飲食業 船場東3-13-11 072-726-6777
鶴橋風月　箕面船場店 飲食業 船場東3-13-11 072-726-3988
バースデイ船場店 小売業 船場東3-17-6 072-730-0508

店舗名 ジャンル 住所 TEL
みーとがぁでん 飲食業 小野原西1-2-23 072-728-2526
魚精寿司 飲食業 小野原西1-3-1 072-729-4041
プロフーズ　大阪箕面店 小売業 小野原西3-20-20 072-728-0700
ベルギーチョコレート専門店　レオニダス箕面小野原店 小売業 小野原西3-21-34 072-727-6200
サンマハロ　箕面小野原店 飲食業 小野原西3-28-19 072-737-7888
株式会社ヒロコーヒー　箕面小野原店 飲食業 小野原西4-8-14 072-726-1033
SAF　par　rencontre 小売業 小野原西4-10-5 072-737-6331
サニーサイド　箕面小野原店 小売業 小野原西5-1-15 072-735-7262
ミルフィーユ　オゥション店 小売業 小野原西5-1-18 072-727-0808
ペンギンショップ　小野原店 サービス業 小野原西5-1-24 072-728-7077
公益財団法人　箕面市国際交流協会　comm　cafe 飲食業 小野原西5-2-36 072-727-6912
B　stand　＋ 飲食業 小野原西5-3-5 072-734-7753
Riche　hair サービス業 小野原西5-4-15 072-726-0551
5201厨房MIROKU 飲食業 小野原西5-5-9　ヴィラパセオ103 072-727-5201
Nail salon L'ecrin サービス業 小野原西5-6-11　タミヤ2F 072-734-6634
眼鏡市場　箕面小野原店 小売業 小野原西5-11-26 072-730-0628
習整骨院 その他（医療等） 小野原西5-11-38B 072-728-3311
ピッツェリア　ソジョルノ 飲食業 小野原西5-11-38　1F 072-735-7757
ほっかほっか亭　箕面小野原店 飲食業 小野原西5-12-8 072-749-0230
ダイワサイクル　箕面店 小売業 小野原西5-12-17 072-728-1888
ファミリーマート  箕面小野原西店 小売業 小野原西6-1-7 072-749-0121
LAVAFLOW　小野原店 サービス業 小野原西6-2-12　コモドポスト1　 072-728-7785
ウエルシア　箕面小野原西店 小売業 小野原西6-2-3 072-749-5210
トラットリア・テゾリーノ・ロッソ 飲食業 小野原西6-3-36 072-736-8863
Hong　Kong　Side 飲食業 小野原西6-5-38 072-726-5426
川福　箕面小野原店 飲食業 小野原西6-7-22 072-749-0345
ワンカルビ　箕面小野原店 飲食業 小野原西6-11-2 072-726-1129
小僧寿し　小野原店 小売業 小野原西6-11-21 072-727-2988
ココカラファイン　小野原店 小売業 小野原西6-12-17 072-726-9191
磯のがってん寿司　箕面小野原店 飲食業 小野原西6-12-5 072-730-0560
c・・・hair サービス業 小野原西6-13-34 072-736-9657
きんのぶた　箕面小野原店 飲食業 小野原西6-14-12 072-728-3529
デリチュース　箕面本店 小売業 小野原西6-14-22 072-729-1222
ミスタードーナツ　小野原ショップ 飲食業 小野原東1-1-27 072-729-5345
かつアンドかつ　小野原店 飲食業 小野原東1-1-30 072-749-3396
丸美 飲食業 小野原東1-1-51 072-729-8989
箕面小野原食堂 飲食業 小野原東1-3-12 072-729-5511
細川米穀店 小売業 小野原東2-1-39 072-729-2666
菓匠　吉兆庵 小売業 小野原東3-1-24 072-727-3688
よつば薬局 小売業 小野原東3-4-17 072-734-6808
洋食屋さん　マストロ・ステェファーノ 飲食業 小野原東3-8-26　ハイツスリーアロー1F 072-728-4933
タカケンクリーニング小野原二共栄店 サービス業 小野原東3-8-27-102 072-729-5214
小野原カイロプラクティックセンター その他（医療等） 小野原東3-8-27-107 072-728-7400
三田屋本店　箕面小野原 飲食業 小野原東3-9-35 072-728-7878
ルヴェ　ドュ　ソレイユ 小売業 小野原東3-9-43　1-C 072-726-6066
花fusa 小売業 小野原東3-9-43-A 072-729-8877
ナカシマ歯科 その他（医療等） 小野原東3-13-26 072-768-8841
海鮮あぶり料理　ほっこり 飲食業 小野原東3-13-30 072-735-7084
本場インド料理　DiPRASNA 飲食業 小野原東3-13-30 072-729-6883
関西スーパー　小野原店 小売業 小野原東5-1-1 072-728-1821

東部地域
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店舗名 ジャンル 住所 TEL
錦わらい　箕面小野原店 飲食業 小野原東5-1-25 072-749-3070
RiZE サービス業 小野原東5-1-27-102 072-729-9669
銀蔵　小野原店 飲食業 小野原東5-2-1 080-1400-3527
西洋厨房　ぼなぺてぃ 飲食業 小野原東5-4-12　小野原サンハイツ1F 072-726-0023
お好み焼　ブンブク 飲食業 小野原東5-5-19-103 072-728-8783
炭火焼肉　七輪　小野原店 飲食業 小野原東5-8-3 072-726-3558
やきとり大吉　小野原店 飲食業 小野原東5-8-51 072-728-2333
Happy Life サービス業 小野原東5-19-24-103 072-786-5018
ウエルシア　箕面小野原東店 小売業 小野原東6-1-30 072-749-1885
KOHYO　小野原店 小売業 小野原東6-2-7 072-729-5040
la.moana サービス業 粟生外院1-1-28 072-727-3333
ゆき美容室 その他（美容） 粟生外院1-13-15 072-729-4843
お顔と頭ほぐし専門サロン　こころ サービス業 粟生外院1-13-15-201 050-5362-4984
箕面とみなが整体院 その他（整体） 粟生外院1-14-22 -
ファミリーマート　箕面粟生外院一丁目店 小売業 粟生外院1-15-4 072-730-2031
Honda　Cars　北大阪　U-Select　箕面小野原 小売業 粟生外院1-15-9 072-734-8987
Rep hair サービス業 粟生外院1-15-26-101 072-729-8706
スギ薬局　箕面東店 小売業 粟生外院1-17-35 072-736-8065
セブンイレブン箕面粟生外院1丁目店 小売業 粟生外院1-20-3 072-727-0571
美容室デフィ サービス業 粟生外院1-21-47 072-741-9166
（株）箕面薩喜庵 小売業 粟生外院2-17-1 072-727-3955
ファミリーマート　箕面粟生外院店 小売業 粟生外院2-17-8 072-749-3677
たこやき　風ちゃん 飲食業 粟生外院3-1-1-104 072-737-4251
カフェ・ソレイユ 飲食業 粟生外院3-7-10 072-702-0902
エーコーンズ　フラワーデザインスタジオ 小売業 粟生外院3-7-7 072-737-7940
酒のやまや　箕面外院店 小売業 粟生外院5-4-8 072-749-1477
ヘアブティック　ティファニー サービス業 粟生外院6-2-33-102 072-729-6000
カナリヤクリーニング サービス業 粟生外院6-2-33-104 072-727-5929
ファミリー薬局 その他（調剤） 粟生外院6-2-33-105 072-727-0007
やまもと鍼灸整骨院 その他（医療等） 粟生外院6-2-33　百番館106 072-726-3700
Porte-Bonheur 小売業 粟生外院6-2-33-107 072-768-8287
お好み焼だいにんぐ　はる家 飲食業 粟生外院6-2-40 072-734-8666
和食麺処サガミ　箕面店 飲食業 粟生外院6-608-1 072-726-9611
中国料理　翔龍坊 飲食業 粟生新家1-2-2 072-726-3498
アミーゴ　箕面店 小売業 粟生新家3-5-22 072-749-3550
大阪北部農業協同組合　豊川支店 小売業 粟生新家3-5-25 072-729-7161
スギ薬局　箕面小野原店 小売業 粟生新家4-1-14 072-734-7961
おしゃれサロン粂 サービス業 粟生新家4-6-6 072-729-0441
和み処　一彩 飲食業 粟生新家5-6-14 080-5327-0131
株式会社　セイコー　粟生店 小売業 粟生間谷西2-6-1-102 072-729-7027
ハルバルインドヨガ 飲食業 粟生間谷西2-6-2-101 072-734-6210
野口酒店 小売業 粟生間谷西2-6-2-102 072-729-2001
あお鍼灸整骨院 その他（医療等） 粟生間谷西2-6-2-104 072-726-3710
フローリスト花花 小売業 粟生間谷西2-6-2-105 072-749-5587
博文堂書店 小売業 粟生間谷西2-6-2-107 072-729-6763
（株）ワタナベクリーニング　粟生店 サービス業 粟生間谷西2-6-2-108 072-729-3511
ハリウッド美容室 サービス業 粟生間谷西2-6-2-110 072-729-6791
コノミヤ　箕面店 小売業 粟生間谷西2-6-3 072-728-0561
つぼたサイクル 小売業 粟生間谷西3-4-11 072-728-3725
omusubi　さんかく堂 飲食業 粟生間谷西3-5-4 072-737-8520
aptLy その他（美容院） 粟生間谷西3-8-2-1F 072-729-3900
キリン堂　粟生間谷店 小売業 粟生間谷西3-10-30 072-749-3580
ほっかほっか亭　箕面粟生間谷店 飲食業 粟生間谷西3-11-18 072-726-1530
マルヤス　箕面店 小売業 粟生間谷西3-13-1 072-730-2900
医療法人　落合歯科医院 その他（医療等） 粟生間谷西3-17-18 072-728-6480
食品館アプロ箕面店 小売業 粟生間谷東1-34-5 072-726-7705
味の大東 飲食業 粟生間谷東2-24-5 072-728-5521
ケーキとコーヒー　風°輪 小売業 粟生間谷東5-4-24 072-714-3546
医療法人　嵩美会　みほクリニック その他（医療等） 粟生間谷東5-25-23 072-726-0909
あおのかぜ　SO-KO 小売業 粟生間谷東5-37-21 050-3699-3317
彩菜みまさか箕面彩都店 小売業 彩都粟生南1-16-18 072-729-3131
ハートフル　彩都店 小売業 彩都粟生南1-16-26 072-727-3780
梅の店　Kyun　＋ 小売業 彩都粟生南1-16-26 072-726-2188
アリス 飲食業 彩都粟生南1-17-26 072-728-8260
株式会社アヤハディオ　箕面彩都店 小売業 彩都粟生南2-12-8 072-749-5201
シェフカワカミ　彩都店 小売業 彩都粟生南2-12-33 072-736-8838
ディスカウントドラッグコスモス彩都店 小売業 彩都粟生南2-13-9 072-749-2017
リラクゼーションルーム　Sweet＊Hand サービス業 彩都粟生南6-10-8 072-737-9106
MAJ・NIO　ヘアーデザイン サービス業 彩都粟生南6-7-9 072-743-0054

店舗名 ジャンル 住所 TEL
スーパーセンター　トライアル　箕面森町店 小売業 森町北1-2-55 072-733-3030
箕面森町動物病院 サービス業 森町北1-3-2 072-735-8771
ユーロキッチン　デルソーレ 飲食業 森町北1-8-25 072-741-5980
えがおDe薬局　箕面森町店 小売業 森町中1-1-16 072-736-8314

北部地域
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店舗名 ジャンル 住所 TEL
ファミリーマート　箕面森町店 小売業 森町中1-1-43 072-733-3505
クウネル サービス業 森町中1-15-4 072-738-1355
Cafe 八曲音 飲食業 森町中1-17-14 072-735-7547
イロドリ 飲食業 森町中1-18-16 080-2465-4247
フォレストカフェ 飲食業 森町中1-24-7 072-734-7901
RTA指定スクール　ベビキュリ その他（スクール等） 森町中2-25-16 050-1502-0270
ログマリア　カフェ 飲食業 森町中3-24-6 090-3260-4176
吉田歯科クリニック その他（医療等） 森町南2-1-16 072-736-9090
cafe　ras　moca 飲食業 森町南2-1-19 072-736-8887
セブンーイレブン箕面森町南店 小売業 下止々呂美539-1 072-739-0006
ととろみ荘 飲食業 下止々呂美798 072-739-0288
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