
参加店舗一覧

羽多野印章 ハンドメイドショップ hana・hana 萱村米穀店 焼鳥大吉 八尾店 天婦羅 小のや 喫茶 琴 ヘアーサロン ナカモト （株）八光堂仏具店 Rutie ステーキ食堂 Masse
八尾市本町1-1-11
☎072-922-2123

八尾市本町1-5-7
☎070-1369-1727

八尾市本町1-6-1
☎072-991-3814

八尾市本町1-6-21
☎072-999-6570

八尾市本町1-6-21 岡本ビル1F
☎072-923-0246

八尾市本町2-6-3
☎072-991-2544

八尾市本町3-1-8
☎072-993-9818

八尾市本町3-1-17
☎072-992-3000

八尾市本町3-1-20
☎072-997-1147

八尾市本町3-1-20
☎050-8884-3486

洋食厨房 ANDO とりやき kitchen 喜喜 hair make naru 手作りふとん 紀の長 （株）安井仏壇店 料亭 山徳 焼肉 さんかく すず庵 手打ち蕎麦 にし田 メナードフェイシャルサロン 八尾本町
八尾市本町3-1-22
☎072-998-5033

八尾市本町3-11-23
☎072-940-7274

八尾市本町3-11-26
☎072-943-4448

八尾市本町4-3-5
☎072-922-2809

八尾市本町4-3-9
☎072-922-5241

八尾市本町4-3-28
☎072-922-2014

八尾市本町5-1-1 ローレル八尾本町1F
☎072-994-2929

八尾市本町5-1-1 ローレル八尾本町1F
☎072-998-4887

八尾市本町5-1-11
☎072-994-2688

八尾市本町5-4-1 シティ八尾601
☎090-4648-4970

（資）正田漢方薬局 鉄板ホルモン 艶 カラマ干物店 KALAMA BEACH アドバンス けんちゃんち 焼肉トラットリア西山 MJ FIT POLA 八尾ショップ 裏町酒場 誠貴や
八尾市本町5-5-5
☎072-922-1612

八尾市本町5-7-22 八尾本町ビルⅢ-A
☎090-1026-6179

八尾市本町5-8-1
☎072-929-8731

八尾市本町5-8-1
☎072-929-8731

八尾市本町5-8-1
☎072-991-4300

八尾市本町7-1-3
☎072-923-2450

八尾市本町7-2-4-201
☎072-929-8429

八尾市本町7-2-25
☎072-921-3501

八尾市本町7-4-5 綿吉ビル1F
☎072-924-8009

八尾市本町7-9-17
☎072-990-6077

寿々 ラウンジＡＹＡ アフロディーテ すなっく ウイング まこ 立呑み 金田酒店 朝日屋クリーニング エイトラインズ みらい はりきゅう整骨院 パウハナ 八尾店
八尾市本町7-10-12 CATビル4F
☎072-991-3774

八尾市本町7-10-17 クリスタルプラザ6F
☎072-992-7650

八尾市本町7-11-5 2F
☎090-5090-3777

八尾市本町7-11-6 サンシャイン八尾2F
☎072-993-9885

八尾市本町7-11-8 サンタウン八尾1F
☎072-989-1505

八尾市本町7-11-36
☎080-9203-7831

八尾市東本町1-2-3
☎072-922-4707

八尾市東本町1-2-13
☎072-997-8888

八尾市東本町1-3-4
☎072-970-6755

八尾市東本町1-7-13
☎072-992-7239

cafe KUKURU Rocco プルミエール 海鮮酒菜 げんげ 亀八 桃林堂 近鉄八尾駅前店 ぱんのいえ 近鉄八尾店 肉彩酒場 クアトロ もつ鍋とホルモンのお店 蝶屋 ハニーレタス
八尾市東本町3-2-29
☎080-3825-3242

八尾市東本町3-3-4-2F
☎072-990-1051

八尾市東本町3-3-4 メゾンドルミエール301
☎072-924-4750

八尾市東本町3-5-7 ダイヤビル3F
☎072-970-6265

八尾市東本町3-6-12
☎072-992-4275

八尾市東本町3-6-13
☎072-992-7580

八尾市東本町3-6-28
☎072-990-3755

八尾市東本町3-7-18 サンライフ八尾107
☎072-911-4568

八尾市東本町3-7-18 サンライフ八尾108
☎072-992-3329

八尾市東本町3-7-18 サンライフ八尾ビル3F
☎072-922-8219

Rush あじ処 なる 八尾店 料理菜々 きりん 喫茶 アルザ 焼鳥 わっちょい 旬彩 小柳 とり焼 たまる 炭焼キッチン とりこ いり新 AM's FAMILY
八尾市東本町3-8-4 八尾ロイヤルビル307号
☎072-991-2595

八尾市東本町3-8-13
☎072-922-2085

八尾市東本町3-8-26
☎072-944-7767

八尾市東本町3-8-26
☎072-993-9800

八尾市東本町3-8-26
☎072-925-2140

八尾市東本町3-8-28
☎072-999-3122

八尾市東本町3-8-28 三和ビル1F
☎072-922-3168

八尾市東本町3-9-36
☎072-993-1011

八尾市東本町3-9-36 板倉ビル1F
☎072-994-3302

八尾市東本町3-9-36 板倉ビル1F-113
☎072-923-3755

ヘアーサロンアキ 英会話 café アップルブロッサム サダム設備 RYO luxe ニシムラ薬品店 パンやきどころ hinna 麺家 あき成 Shasta80（シャスタヤオ） おかしら鍼灸整骨院 ランモックカフェ
八尾市東本町4-3-14
☎072-923-1870

八尾市東本町5-5-13
☎090-5674-2876

八尾市東本町5-10-21
☎072-993-7871

八尾市荘内町1-2-20
☎072-992-6123

八尾市清水町1-1-18 清水マンション101号
☎072-923-1803

八尾市光南町1-2-27 沼卯ビル102
☎072-976-4088

八尾市光南町1-2-27 沼卯ビル1F
☎072-992-1003

八尾市光南町1-5-12
☎072-975-6113

八尾市光南町1-5-16
☎072-983-6635

八尾市若草町4-1
☎072-926-4209

POLA キューティ 手作り革工房 アンティー カイロプラクティック Friend2 リラクゼーションサロン Kanon 古道具商 ふるもん屋 HaNaYaKa Cafe 小松飯店 Love and Cheese Le Moda salon メガネのオオクマ
八尾市小阪合町1-3-7 カサブランカ松田401
☎072-991-0036

八尾市八尾木北1-1-15
☎072-927-1707

八尾市高美町1-3-4 タカミビル202号室
☎072-998-5557

八尾市高美町1-3-4 タカミビル403
☎070-4109-8434

八尾市高美町1-3-6 クリスタ青山ビル1F
☎072-944-5525

八尾市高美町1-3-7
☎072-997-5555

八尾市高美町1-3-10
☎072-994-9873

八尾市高美町1-3-18サンエコー高美102
☎072-970-6446

八尾市高美町1-3-21
☎072-998-1415

八尾市高美町1-3-22
☎072-992-7047

脱毛 BOX Wing&WINK hair’s Mint インド料理 BINDU バラエティショップ ミサト くまのみぎて CAFÉ&BAR No.39BASE（サンキューベース） あかよし化粧品店 亀屋布団店 Ｐｕｒｅ Ｑｕｅｅｎ 山哲鮮魚店
八尾市高美町1-4-30
☎072-926-6998

八尾市青山町1-4-9
☎072-995-6507

八尾市青山町4-2-35
☎072-999-3491

八尾市青山町5-1-10
☎072-991-6725

八尾市南小阪合町3-4-2
☎072-999-7622

八尾市栄町1-1-3 プラス・ドラ・コメディ栄町C2
☎072-968-7039

八尾市南本町1-5-14
☎072-991-8815

八尾市南本町1-5-14
☎072-991-2380

八尾市南本町1-5-14
☎090-9613-6226

八尾市南本町1-5-25
☎072-993-0218

セブンイレブン八尾南本町 1 丁目店 倉内雅寛税理士・行政書士事務所 ギャラリー NICO オレンジ・ブゥ アトリエ ルーエ 淡路島バーガープラス／鶏×魚らーめん ゆるり Beach Session リフォーム（株）コスモ ちりとり鍋 ぎん グランルーヴル
八尾市南本町1-9-3
☎072-994-1771

八尾市南本町2-5-59
☎072-915-4065

八尾市南本町4-2-4
☎072-991-7222

八尾市南本町5-1-5
☎072-999-1117

八尾市安中町4-2-13 八尾市山城町1-2-3
☎072-924-7711

八尾市山城町1-2-6
☎072-951-4689

八尾市山城町1-2-8-102
☎0120-01-7344

八尾市山城町1-2-8-103
☎072-974-2343

八尾市山城町1-2-8-105
☎072-996-6548

懐石料理 佑和 別館 懐石料理 佑和 マサキ住建 Cafe' Relation メンズショップセダン おでんと肴 清水 COCO.R （株）D’s Home styliste Gran Ash
八尾市山城町1-7-16
☎072-975-6557

八尾市山城町1-7-18
☎072-991-8835

八尾市山城町3-5-26
☎072-922-1332

八尾市山城町4-1-21
☎072-997-7495

八尾市北本町1-1-8
☎072-998-6074

八尾市北本町1-1-11
☎072-990-3530

八尾市北本町1-2-19 八尾市北本町1-2-19
☎072-990-6262

八尾市北本町1-2-29
☎072-968-8024

八尾市北本町1-2-29 メゾンド・ロワール1F
☎072-943-4848

炭焼 尚店 鴨料理 四季 旬菜 いまる 命泉堂薬局 レストラン＆バー ピースアシュベリー 楡の木 優善 カラオケ喫茶 またね 居酒屋 ゆかりの家 呑み処 おかん
八尾市北本町1-3-2
☎072-998-5080

八尾市北本町1-3-29
☎072-999-9911

八尾市北本町1-3-30 ハーモニアス北本町1F
☎072-924-7700

八尾市北本町1-3-30 ハーモニアス北本町1F
☎072-998-6660

八尾市北本町1-3-34-1F
☎072-922-7750

八尾市北本町1-4-13
☎090-4306-6220

八尾市北本町1-4-13
☎072-998-6433

八尾市北本町1-5-14
☎072-923-7880

八尾市北本町1-5-15 八尾市北本町1-5-16
☎090-8143-6298

お菓子のまるしげ 近鉄八尾店 Harves 近鉄八尾店 鰻のもり 一般社団法人 八尾市観光協会 ファミリーマート近鉄八尾駅前店 炭火焼とり えんや 赤獅子店 ノーティ 韓国家庭料理 南大門 酒惣菜 味楽 カフェ シルフィード
八尾市北本町2 ペントモール八尾2F
☎072-997-0077

八尾市北本町2-1-1
☎072-923-6177

八尾市北本町2-1-1 近鉄ペントプラザ2F
☎072-922-4550

八尾市北本町2-1 ペントプラザ20号
☎072-997-6226

八尾市北本町2-1 ペントプラザ213号
☎072-990-5616

八尾市北本町2-2
☎072-992-9441

八尾市北本町2-3-9 築山ビル1F
☎072-924-1955

八尾市北本町2-4-4 サンプラザビル1F
☎072-996-2929

八尾市北本町2-4-6
☎072-922-4469

八尾市北本町2-4-6 加藤ビル1F
☎072-923-4577

ボードゲームカフェ & ショップ inst My tea Hair make VERDA PRIVATE SALON APHRODITE ONE by ONE 香留壇 wineber vinsaint（ワインバルバンサン） パーソナルトレーニングジム LIM 酒と肴 vin 酌 旬魚菜 正や
八尾市北本町2-4-6 加藤ビル2F
☎072-968-7163

八尾市北本町2-4-6 加藤ビル2階西側
☎072-992-2075

八尾市北本町2-5-1 ラ・フォレステリア1F
☎072-975-6723

八尾市北本町2-9-9-1F
☎090-6555-1033

八尾市北本町2-9-12 アムールみのりV102号室
☎072-968-9539

八尾市北本町2-9-13
☎072-996-0439

八尾市北本町2-11-7
☎050-5841-0930

八尾市北本町2-11-7 2F
☎080-1447-8058

八尾市北本町2-12-1
☎072-924-6096

八尾市北本町2-12-30
☎072-940-6610

BOWL123 ランジェリーショップつちやま 華龍（餃子専門店） カットスタジオ M2（エムツー） ベビー・子供服・ローリーポップ あほや 八尾北本町店 ハッピーカラー 北本町店 豊温泉 腸活サロン shaine（シャイン） オアシス鍼灸院
八尾市北本町2-15-3
☎072-999-5680

八尾市北本町2-153-2
☎072-993-0072

八尾市北本町3-3-14
☎090-6750-5362

八尾市北本町3-4-21
☎072-998-0992

八尾市北本町3-5-10
☎072-996-5854

八尾市北本町3-5-14
☎072-996-4848

八尾市北本町3-5-14
☎070-3238-2833

八尾市北本町4-8-13
☎072-922-2738

八尾市北本町4-11-15
☎090-2597-6649

八尾市光町1-7 ヨシトミビル2F
☎072-995-3611

Club Diva ファミリーマート八尾光町店 脱毛サロン Luminous 八尾店【ルミナス】 脱毛サロン Men's Luminous 八尾店【ルミナス】 FM ちゃお 博多もつ鍋 まぁる。 いきいき鍼灸整骨院 オッズ美容室 炭火焼とり えんや 青獅子店 焼肉 わっちょい
八尾市光町1-53 ナイトアンドデイビル6F
☎072-929-0707

八尾市光町1-58
☎072-925-7710

八尾市光町1-58 ステーションフロント八尾302
☎072-983-5762

八尾市光町1-58 ステーションフロント八尾302
☎072-983-8782

八尾市光町2-3 アリオ八尾2階
☎072-990-1110

八尾市光町2-26-1
☎072-924-0074

八尾市光町2-26 ロイヤルハイツ太田
☎072-991-0080

八尾市光町2-59
☎072-998-2422

八尾市光町2-180
☎072-992-8794

八尾市光町2-180-18
☎072-924-2989

デイリーヤマザキ 八尾泉 2 丁目店 焼肉 明伸 ヘアーサロン 山本 大黒屋 マゴイチオート 写真のぷらすわん /Movie One ムービーワン 多田米穀店 ３Cgarage 紀州自動車鈑金工場 モードショップなかむら
八尾市泉町2-65
☎072-924-8180

八尾市泉町3-61-3
☎072-996-3613

八尾市楠根町2-30-22
☎072-998-7237

八尾市楠根町3-35
☎072-923-4525

八尾市楠根町4-33-1
☎072-959-5583

八尾市宮町1-5-9
☎072-925-8774

八尾市宮町4-3-30
☎072-997-1647

八尾市幸町5-4-6
☎090-6985-5611

八尾市高砂町3-15-15
☎072-922-1536

八尾市旭ケ丘1-108-2
☎06-6777-4358

Lita T-ties Ricca（リッカ） タビト針灸整骨院 たかし整骨院 HAIR SABBATH ヘアートーク タロー＆花子 手ごねパン教室 mii.chou chou コロッケひょうたん キングラム八尾店
八尾市萱振町1-31-1
☎072-992-2271

八尾市萱振町1-54-8
☎072-970-5873

八尾市萱振町1-54-8-2F
☎072-920-4310

八尾市萱振町1-77
☎072-992-3211

八尾市萱振町1-158
☎072-940-7625

八尾市萱振町1-158
☎072-991-5670

八尾市萱振町3-40-16
☎072-999-7783

八尾市萱振町3-69-8
☎080-3105-2115

八尾市萱振町3-118
☎072-997-1245

八尾市萱振町4-35-8
☎0120-40-5012

（有）基設備工業所 ZXDIVING 大阪 LOG 中国菜館 福龍園 ギャラリー夢や 熊猫（パンダ）中華物産店 台湾茶館 金萱堂（キンセンドウ） Rinna625 ハレノヒカフェ ブティック CHURCH
八尾市萱振町5-26-2
☎072-999-4991

八尾市小畑町2-60-6
☎090-1591-4656

八尾市緑ケ丘5-68-2
☎072-928-5070

八尾市西山本町3-6-15
☎072-995-7877

八尾市西山本町5-16-9
☎090-9276-0988

八尾市桜ケ丘1-1
☎090-6663-6258

八尾市桜ケ丘1-2
☎072-968-8752

八尾市桜ケ丘1-2-1-101
☎080-9756-8695

八尾市桜ケ丘1-88 ベルドミール桜ヶ丘101
☎072-951-6443

八尾市桜ケ丘1-88-104
☎072-998-0215

レオパレスパートナーズ八尾店 Tokiaprofumo お好み焼 鉄板焼 まま家 クッキーと焼菓子の店 BROWN 本家かまどや 八尾桜ヶ丘店 INO （株）sword lief 味悦 三野郷 Lico
八尾市桜ケ丘1-92-102
☎072-990-1055

八尾市桜ケ丘1-93
☎072-920-7619

八尾市桜ケ丘1-93
☎072-915-3719

八尾市桜ケ丘1-94 コーエイパレスビル1F-A号
☎072-999-6584

八尾市桜ケ丘1-112
☎072-923-7527

八尾市桜ケ丘2-61-3
☎072-999-6571

八尾市桜ケ丘2-221
☎072-983-6966

八尾市桜ケ丘3-28 セントラルビル佐伯1階
☎072-994-1939

八尾市桜ケ丘3-28 セントラルビル佐伯1階
☎072-994-0305

八尾市桜ケ丘3-54 フォルム桜ケ丘101
☎072-920-4353

月のあかり 自家製麺うどん 和 珈琲 軽食 Blanket CREO Plus 居酒屋 たなちゃん 文具のブンゾウ 八尾桜ケ丘店 シロ
八尾市桜ケ丘3-61
☎072-944-1306

八尾市桜ケ丘3-95-105
☎072-998-7001

八尾市桜ケ丘3-122
☎072-968-7724

八尾市桜ケ丘3-124-1
☎072-995-1177

八尾市桜ケ丘4-34
☎090-2907-5423

八尾市桜ケ丘4-61
☎072-990-2535

近鉄八尾駅周辺

（株）糀谷モータース商会 日産チェリー八尾販売（株） （有）寺下電器 （株）糀谷モータース商会 第二工場 末広整骨院 ビューティサロン ユカリ さとう鍼灸整骨院 御菓子司 三日月 本店 （株）RS レンタリース （有）オート・ラック
八尾市末広町1-1-20
☎072-922-3633

八尾市末広町1-1-20
☎072-923-4939

八尾市末広町1-9-15
☎072-922-4450

八尾市末広町2-4-23
☎072-922-3633

八尾市末広町3-4-1
☎072-997-6969

八尾市末広町3-7-15
☎072-993-0347

八尾市東久宝寺1-3-25
☎072-995-5822

八尾市東久宝寺2-1-5
☎072-992-1500

八尾市東久宝寺3-4-12
☎072-999-1000

八尾市東久宝寺3-4-12
☎072-990-6666

だがしや ほおむず 張替本舗金沢屋 八尾久宝寺店 協和石油（株）亀井給油所 お食事処  三喜屋 バルーンアートワークス ジョウエックス 御菓子司 三都屋菓舗 白馬童子 女性と子どもの頭痛専門 えみは頭痛整体院 お米がうまい ! 安い ! 滋賀米穀 AIR  WING
八尾市竹渕2-85  シャトレーヌ1F 八尾市竹渕東1-148

☎0120-835-761
八尾市南亀井町2-1-55
☎072-922-2390

八尾市南亀井町2-4-7
☎072-922-3027

八尾市南亀井町2-4-16  南亀井町ビル2階
☎072-923-3220

八尾市跡部南の町1-1-48
☎072-991-2894

八尾市南太子堂6-1-33
☎072-924-9525

八尾市跡部本町1-1-36 シャルマンコート605
☎072-923-2381

八尾市跡部本町2-2-46
☎072-923-0907

八尾市跡部本町4-2-36
☎090-5686-9541

（株）亀井家具 辰寿し BUNSMAN KASUYA 八尾久宝寺店 焼鶏くだかけ 久宝寺店 柚梨結美 パティスリーリョウ Dining Café  PROTIO 珈琲フチ スーパー自動車販売（株）
八尾市北亀井町1-2-16
☎072-923-0234

八尾市跡部北の町1-3-12
☎072-993-6395

八尾市跡部北の町2-1-33
☎072-992-0999

八尾市跡部北の町2-4-38
☎072-925-1129

八尾市跡部北の町2-4-38
☎072-990-2556

八尾市跡部北の町2-4-38サンハイツ田中203
☎072-940-7087

八尾市龍華町2-1-20-106
☎072-999-4717

八尾市北久宝寺1-4-9
☎072-929-8385

八尾市北久宝寺1-4-17
☎072-993-9824

八尾市北久宝寺3-1-30
☎072-993-0012

あんふぁんて 喫茶店 ふぅ Tsutsui GUITAR SCHOOL unique レディスファッション ヨコヤマ Café&snack くつろぎ 酒よろず SHOP かたあさ 喫茶  サントレイン JA 大阪中河内 八尾西部営農購買所 木村自動車商会
八尾市久宝寺1-1-48
☎072-994-1633

八尾市久宝寺1-2-29 八尾市久宝寺2-1-4
☎080-3119-7332

八尾市久宝寺2-1-11
☎072-992-1700

八尾市久宝寺2-1-12
☎072-994-1117

八尾市久宝寺2-2-3
☎072-970-6888

八尾市久宝寺3-4-13
☎072-922-3370

八尾市久宝寺4-1-27
☎072-924-1877

八尾市久宝寺5-4-1
☎072-923-4451

八尾市久宝寺5-6-3
☎072-922-2466

伊原クリーニング店 FREEWAN 八尾本店 占命術アカデミーグループ占い風 だんご処さちや （有）大一創芸 KSK （株）SENSE 松本製菓（株） 喫茶  アイランド ながたけ仏壇店
八尾市渋川町6-4-28
☎072-991-8551

八尾市新家町4-47-1 シャトーローレンス101
☎072-968-7903

八尾市新家町8-51-6
☎072-921-2225

八尾市宮町1-10-40
☎072-999-3421

八尾市宮町4-3-30
☎072-999-6414

八尾市宮町4-4-11-2号室
☎072-920-7789

八尾市宮町4-5-33
☎090-2701-5030

八尾市宮町6-1-1
☎072-924-2400

八尾市宮町6-7-17
☎072-999-9995

八尾市佐堂町1-62
☎072-992-5382

野村行政書士事務所 コスモ石油 佐堂 SS 親父のおにぎり ヘアーサロン BonFin 理容  三好 ペーシェ お福 SALON DELIGHT YOSA パーク YAO 近鉄久宝寺口駅前店 七福温泉
八尾市佐堂町2-1-22
☎072-999-3650

八尾市佐堂町2-3-12
☎072-923-0291

八尾市佐堂町2-3-15 BGビル1F
☎080-8525-3393

八尾市佐堂町3-1-10
☎072-922-0505

八尾市佐堂町3-1-A-1
☎072-998-7854

八尾市佐堂町3-68
☎072-924-0114

八尾市佐堂町3-68
☎080-8512-8258

八尾市久宝園
☎080-4018-1926

八尾市久宝園1-52  ラディファンス301
☎072-944-5094

八尾市久宝園2-68
☎072-996-3860

お米のみなもと 讃岐屋雅次郎 グリル・喫茶メープル フレッシュマーケットアオイ久宝寺店
八尾市美園町4-56
☎072-943-0763

八尾市美園町4-59
☎072-925-1120

八尾市美園町4-96
☎072-923-1729

八尾市久宝寺2-3-1
☎072-943-0533

近鉄久宝寺口駅・ＪＲ久宝寺駅周辺

ＪＲ八尾駅周辺

藤幸 大阪うどん てんまや 三ツ矢蒲鉾本舗 山本駅前店 肉はたけしま Hair salon Tane 継 TSUNAGU YUJ 陶舎 アルス ･ ノヴァ フルーツのいずみや シャロンたばこショップ ホルモン さかえ
八尾市山本町南1-2-15
☎072-996-6866

八尾市山本町南1-3-6
☎072-996-3578

八尾市山本町南1-3-10
☎072-995-1941

八尾市山本町南1-3-15
☎072-999-4729

八尾市山本町南1-4-9 つばきビルV101
☎072-983-5011

八尾市山本町南1-4-11
☎050-3740-3682

八尾市山本町南1-4-23 八尾市山本町南1-5-15
☎072-998-6764

八尾市山本町南1-5-20
☎072-996-2837

八尾市山本町南1-6-3
☎072-998-2777

浅田青物 かじゅある季節料理 久詩 アークス整骨院 カラオケパブ・ミラノ 串かつ ちんちくりん 葉月 Occhali Oga（オッキャーリ オガ） 創作割烹 ひろせ ブティック ボヌール Harves 山本店
八尾市山本町南1-6-6
☎072-998-2914

八尾市山本町南1-6-10
☎072-933-3036

八尾市山本町南1-7-12
☎072-976-4498

八尾市山本町南1-7-23
☎072-999-6052

八尾市山本町南1-7-24
☎072-999-0429

八尾市山本町南1-8-20
☎072-998-0799

八尾市山本町南1-8-21
☎072-998-3232

八尾市山本町南1-9-13
☎072-998-3988

八尾市山本町南1-9-20
☎072-992-6988

八尾市山本町南1-9-24
☎072-920-4027

張替本舗 金沢屋 クレヨン薬局 天ぷら 旬菜 天花 美容室セクト 寿司ダイニング まねき猫 Oga さんの弁当店 美遊食倶楽部 杏（あんず） ミート・デリ たけしま 小林整骨院 山本 ぱんのいえ 山本店
八尾市山本町南1-9-34 つばきビル山本南1F
☎0120-897-374

八尾市山本町南1-10-6-1F
☎072-924-9888

八尾市山本町南1-10-23
☎072-995-1055

八尾市山本町南1-10-23
☎072-924-0159

八尾市山本町南1-10-23
☎072-999-0105

八尾市山本町南2-1-3
☎072-946-0310

八尾市山本町南3-2-2
☎072-997-2655

八尾市山本町南4-1-3
☎072-923-2947

八尾市山本町南4-1-3
☎072-990-3350

八尾市山本町南4-1-3
☎072-995-2154

ジュエリー キクヤ 自遊本舗 カフェコスモス カイロサロン はまむら Dog salon Iro 政森美装 お好み焼一品料理 こてつ さくら洋品店 工房かざぐるま 高橋製畳
八尾市山本町南4-1-9 藤井ビル1F
☎072-996-4130

八尾市山本町南4-3-26
☎072-947-9944

八尾市山本町南4-11-20
☎072-997-8285

八尾市山本町南4-12-18
☎072-996-5805

八尾市中田2-82
☎080-6245-1616

八尾市青山町3-1-18
☎072-998-5944

八尾市山本町北3-8-9
☎072-992-1694

八尾市山本町北3-10-11
☎072-996-3609

八尾市山本町北3-10-11
☎072-975-6411

八尾市山本町北4-2-20
☎072-922-4423

アトリエ・ママ 遊輪館 八尾店 カラオケ ヒダカ 喫茶 山本新温泉 KISSA ZEROICHI 寿し政 カラオケ喫茶 楽友（らくゆう） とこや ICHIRO 福樹園 マツモト寝装
八尾市山本町北4-2-25
☎072-933-7891

八尾市山本町北4-8-5
☎072-924-0968

八尾市山本町北8-1-18
☎072-923-9759

八尾市山本町北8-1-22
☎072-999-0927

八尾市堤町2-10-20
☎080-5322-4942

八尾市福万寺町2-41-3
☎072-997-3444

八尾市福万寺町2-81-1 ロビンハイツ104
☎072-923-5649

八尾市福万寺町3-27
☎072-999-0296

八尾市福万寺町南1-16-1
☎072-999-4123

八尾市上之島町北1-28-5
☎072-999-0619

マザーコング 次郎長寿し MJ GYM 山本店 豊栄温泉 お好み焼 味浪漫 たなか接骨院・整体院 クロワッサンの店 koyomi （株）茂幾組 プリザーブトフラワースタジオ F & フラワーセラピー F 稲葉書店
八尾市上之島町南1-9-6
☎072-922-9969

八尾市東山本町1-2-7
☎090-6243-9086

八尾市東山本町1-3-8
☎072-983-6339

八尾市東山本町1-8-12
☎072-922-7809

八尾市東山本町1-9-3
☎072-999-5678

八尾市東山本町3-1-43 山中マンション103
☎072-929-9464

八尾市東山本町3-2-27
☎072-924-2265

八尾市東山本町5-9-38
☎072-997-7079

八尾市東山本町7-1-27
☎090-9867-6953

八尾市東山本町8-3-35
☎072-922-1012

お弁当・お食事処「まんま」 カーライフサポート（株） ゴルフ 45℃ private salon cocochi カーショップ フォーティーワン ファミリーマート八尾水越店 （株）ワールド・カーサービス ジェラートカフェ モンテローザ Lunch Cafe ジェミー 鉢 bee 植木鉢・雑貨
八尾市上尾町2-10-1
☎072-920-7338

八尾市上尾町3-55
☎072-999-1281

八尾市上尾町6-1 ロブゴルフプラザ内
☎072-928-9300

八尾市楽音寺1-124-11
☎072-975-6835

八尾市大竹1-46
☎072-940-4141

八尾市大竹1-136
☎072-940-1010

八尾市大竹5-156
☎072-941-4488

八尾市大竹7-87
☎072-970-5151

八尾市水越1-3
☎072-941-0827

八尾市水越1-16-1 （株）サンエスファイル内（2F）
☎072-940-1180

森田商店 JA 大阪中河内 営農総合センター （株）彰英自動車 ループ美容室きた ワークマンプラス 八尾山本 配食のふれ愛 八尾店 彩華ラーメン八尾店 アポロ美容室 クリニカルエステ サウンドフォー オカモト鍼灸整骨院
八尾市水越8-172
☎072-941-8002

八尾市服部川1-34-1
☎072-943-2834

八尾市服部川5-49
☎072-941-2522

八尾市東山本新町1-12-5
☎072-994-8798

八尾市東山本新町3-4-5
☎072-996-0999

八尾市東山本新町3-7-21
☎072-921-3322

八尾市東山本新町3-7-21
☎072-922-9033

八尾市東山本新町4-3-9
☎072-998-0722

八尾市東山本新町9-4-8
☎072-928-1100

八尾市山本町1-2-3
☎072-943-2677

セブンイレブン八尾山本町１丁目店 石川自動車（株） 焼肉・ホルモンの店 つねちゃん 理容 朝日 マエダ衣料品店 絹屋（おしゃれの店） BAIKAYA 桃林堂 近鉄山本駅前店 （株）岡本スタジオ ぞうさんの夢じかん
八尾市山本町1-2-7
☎072-994-9711

八尾市山本町1-3-16
☎072-922-2690

八尾市山本町1-6-3
☎072-992-4129

八尾市山本町1-6-12
☎072-999-0045

八尾市山本町1-6-18
☎072-922-3104

八尾市山本町1-7-13
☎072-922-3215

八尾市山本町1-8-2
☎072-922-2805

八尾市山本町1-8-7
☎072-923-0002

八尾市山本町1-8-27
☎072-999-3766

八尾市山本町1-9-4-102号
☎072-924-3118

梅本 ブティック ブリス 銀月 浅田鮮魚店 冨森商店 ローソン八尾西山本町一丁目店 ファッションギャラリー テツヤ りんごの木 東洋フィナンシャル（株） カラオケ ひまわり
八尾市山本町1-11-1
☎072-922-1125

八尾市山本町1-11-2
☎072-924-4129

八尾市山本町1-12-5
☎072-999-9680

八尾市山本町3-2-14
☎072-999-2322

八尾市山本町3-2-14
☎072-922-2421

八尾市西山本町1-4-30
☎072-924-4180

八尾市西山本町2-9-36
☎072-922-7647

八尾市西山本町4-15-2
☎072-993-4330

八尾市西山本町6-4-9
☎072-993-1040

八尾市西山本町6-6-15
☎072-992-8351

メナードフェイシャルサロン 八尾山本 フレッシュマーケットアオイ八尾山本駅前南店
八尾市西山本町7-12-3 ココグラン山本202
☎090-2389-1599

八尾市山本町南1-5-2
☎072-970-5088

近鉄河内山本駅・服部川駅周辺・信貴山口駅周辺

レビンカーズ happy bake 山歩 JA大阪中河内 農産物直売所「畑のつづき」八尾店 桃林堂 陌草園店 河内や丼丸 中田店 ケーアイスポーツ ほっかほっか亭 高安店 かしもとけいじ商店 （株）想立 はばたき 計画相談 きうい
八尾市都塚北2-5
☎072-922-9120

八尾市山本町南7-6-31
☎090-5888-7181

八尾市山本町南7-13-22
☎072-929-9030

八尾市山本町南8-19-1
☎072-923-0003

八尾市中田2-75
☎072-991-4011

八尾市中田2-110
☎072-924-7070

八尾市中田2-405
☎072-995-3169

八尾市中田4-33
☎072-993-0851

八尾市八尾木北1-39
☎072-990-5855

八尾市八尾木北1-39-C
☎070-6547-2843

パティシエ オカダ ファミリーマート八尾木北二丁目店 Cafe Rocca まぐろや 手造り豆腐 河内庵 ファミリーマート八尾木北六町目店 OLD プラス 八尾店 キッチン・オリタ JohDan hair works おたからや 高安店
八尾市八尾木北2-16
☎072-924-6001

八尾市八尾木北2-166-2
☎072-990-6121

八尾市八尾木北3-20-3
☎050-5277-7337

八尾市八尾木北3-124-10
☎072-996-0333

八尾市八尾木北5-119
☎072-993-0221

八尾市八尾木北6-165
☎072-990-5281

八尾市高美町4-4-26
☎072-990-1414

八尾市青山町3-5-52
☎072-924-3431

八尾市曙川東1-26
☎072-924-5655

八尾市山本高安町2-12-5 SOHOビル1F
☎072-983-6765

いい眠り工房 増井ふとん店 理容 COTY 八尾おゆば ぱんのいえ アクロスプラザ八尾店 スーパードラッグ シグマ アクロスプラザ八尾店 神栄不動産 梅月園茶店 粉もん屋八 高安駅前店 Face Salon Cure カフェ・プチプース
八尾市山本高安町2-12-9
☎072-922-3090

八尾市山本高安町2-13-5
☎072-924-2638

八尾市柏村町2-65-1
☎072-990-0020

八尾市都塚4-45-1 アクロスプラザ内
☎072-998-9500

八尾市都塚4-1092
☎072-940-6580

八尾市八尾木東1-78-3
☎072-995-1303

八尾市東山本新町6-3-22
☎072-922-2245

八尾市高安町北1-121-1
☎072-992-2772

八尾市高安町北1-125-16
☎072-995-6007

八尾市教興寺1-82-1
☎072-921-7483

鉄板焼．お好み焼 和（なごみ） 陽だまり鍼灸接骨院 寺川米穀店 松本精肉店 ボディショップ ニシオ （有）カーサポートブロッサム 八尾自動車教習所 アーバンコーヒー 日本料理・鍋料理 おおはた 山口百貨店 パナ
八尾市教興寺1-215
☎072-915-1753

八尾市教興寺5-198
☎072-941-7720

八尾市教興寺6-44
☎072-941-7214

八尾市高安町南1-37 清島マンション1F
☎072-976-4129

八尾市高安町南5-2
☎072-997-8484

八尾市高安町南6-6
☎072-998-8878

八尾市高安町南7-21
☎072-999-1234

八尾市垣内1-173
☎072-943-5366

八尾市恩智北町3-53
☎072-941-6467

八尾市恩智中町1-71
☎072-941-9314

焼肉なかの お持ち帰り専門店 七輪炭火焼肉「ちょい食べ・ちょい飲み」 SWEET・SHINE スーパーマーケット KINSHO 恩智店 （株）インテリア ウマタニ 餃子食堂カミナリギャング パン・デ・ボヌール 恩智ヘルスファーマシィ薬局 コーヒーショップ 喫茶虹 弘鈴堂（有）森田書店
八尾市恩智中町1-79
☎072-943-5141

八尾市恩智中町1-79
☎072-943-5141

八尾市恩智中町1-84-1-103
☎072-941-4131

八尾市恩智中町1-105
☎072-941-9958

八尾市恩智中町1-151
☎072-943-6721

八尾市恩智中町1-151
☎072-976-4232

八尾市恩智中町1-151
☎072-941-8455

八尾市恩智中町1-151
☎072-941-5591

八尾市恩智中町1-151
☎070-2100-2863

八尾市恩智中町1-151
☎072-943-6153

恩智温泉 有希接骨院 1st Stage Flower shop こばやし ゆくるカフェ オートプラザ ニシミネ ito ビューティバランス Forever （株）情熱塗颱風
八尾市恩智中町1-178
☎072-943-6620

八尾市恩智中町2-244
☎072-941-6545

八尾市恩智中町2-325 陽光ハイツ101
☎072-940-1170

八尾市恩智中町2-360
☎072-943-7798

八尾市恩智中町3-1
☎090-3051-4426

八尾市恩智中町3-153
☎072-943-7152

八尾市恩智中町3-237 八尾市恩智中町4-222-9
☎072-974-7181

八尾市恩智南町2-29
☎072-943-5500

近鉄高安駅・恩智駅周辺

婦人服店 chim-chim（チムチム） スーパードラッグ シグマ 八尾店 カットボックス かみきり虫 MaSa Hair 八尾店 カラオケ喫茶まどんな MJ GYM 中田店 （株）MIMA 八尾グランドホテル 九州産黒毛和牛 焼肉いまちゃん スーパードラッグ シグマ 八尾高美店

八尾市本町2-13-12
☎090-1145-3581

八尾市清水町2-9
☎072-993-1544

八尾市光南町1-2-9
☎072-993-2408

八尾市光南町1-3-25
☎072-970-5585

八尾市光南町1-5-14
☎072-993-5884

八尾市中田3-9-1 2F
☎072-929-9898

八尾市中田3-11
☎072-922-3714

八尾市八尾木北5-101
☎072-994-3591

八尾市高美町6-4-23
☎072-925-2911

八尾市高美町6-8-8
☎072-923-7821

たかぎ整骨院 コスモたなか 佳味 光月 プライベートサロン Sea shell 安友ふとん店 れすとらん 高砂 癒炉とりどり （株）谷田自動車 ちょころん 焼鳥・蕎麦 わっしょい。
八尾市志紀町1-142 ハイグレード志紀103
☎072-968-7030

八尾市志紀町2-10
☎072-949-6262

八尾市北木の本5-65-2
☎072-991-8773

八尾市北木の本
☎080-3474-9295

八尾市南木の本2-21-47
☎072-991-0908

八尾市南太子堂1-1-47
☎072-922-3374

八尾市南太子堂1-3-30
☎072-991-0517

八尾市南太子堂2-3-7
☎072-991-1498

八尾市南太子堂3-1-28
☎072-993-2183

八尾市南太子堂3-1-77
☎072-993-3737

宮内自動車 JA 大阪中河内 農産物直売所「畑のつづき」龍華店 焼肉 肉ちゃん 魚心 まつ本 Osteria il Gatto（オステリア イルガット） ロックオンクライミングジム T（タウ）ステーション 肉のたんばや 南本町鍼灸整骨センター ヤオアップル薬局
八尾市南太子堂4-1-45
☎072-923-0519

八尾市東太子2-1-18
☎072-920-4401

八尾市栄町1-1-11
☎072-924-5529

八尾市栄町2-2-2
☎072-993-9889

八尾市栄町2-2-4
☎072-920-7170

八尾市渋川町5-5-30
☎072-925-2058

八尾市渋川町6-3-11
☎072-991-2131

八尾市南本町7-2-34
☎072-994-1599

八尾市南本町8-1-20
☎072-995-4498

八尾市相生町3-1-9
☎072-995-1757

ユーポス 25 号八尾店 TEAMFOR garden 配食のふれ愛 山本店 BOOKOFF SUPER BAZZAAR 25号八尾永畑店 ミスタータイヤマン イマガワ本店 フラワーショップ花勝 山清荘 NOMU HAIR キャラメルママ 桃林堂 JR 八尾駅前店
八尾市永畑町1-2-49
☎072-924-6360

八尾市永畑町1-2-53
☎072-943-4638

八尾市永畑町2-1-11
☎072-929-8314

八尾市永畑町2-2-18
☎072-990-2151

八尾市永畑町3-2-22
☎072-991-2839

八尾市植松町2-8-14
☎072-991-0739

八尾市植松町2-9-30
☎072-922-2218

八尾市植松町2-12-15
☎072-975-6026

八尾市植松町3-3-2 八尾市植松町3-3-33
☎072-992-4649

野口商店（喫茶 五月） ガッツレンタカー JR 八尾駅前店 魚九鮮魚店 ねぎ焼き・お好み焼き 一（はじめ） 鶏屋くだかけ 八尾店 ハチマル珈琲焙煎所 さんかくめし 酒楽家 かなと 焼肉みき 純国産特選黒毛和牛 御菓子司 三日月 植松店
八尾市植松町3-4-13
☎072-922-5071

八尾市植松町4-3-19
☎072-998-0100

八尾市植松町4-6-4
☎072-991-2513

八尾市植松町4-7-4
☎072-929-9122

八尾市植松町4-8-2
☎072-926-2260

八尾市植松町4-8-23
☎072-947-7692

八尾市植松町5-5-15
☎072-929-8830

八尾市植松町5-6-7
☎072-946-2546

八尾市植松町5-7-25
☎072-992-2999

八尾市植松町5-12-27
☎072-922-5975

ヘアアミューズ ヘルシーバス ニュー栄 グリル平田 ラーメンほそかわ ひととき整体院 ほっかほっか亭 JR 八尾駅前店 衣料センター 大東 理容 ありがとう re cher 立ち呑み 枡
八尾市植松町8-1-22
☎072-923-1117

八尾市植松町8-1-24
☎072-996-0268

八尾市植松町8-1-33
☎072-991-3447

八尾市植松町8-3-28
☎072-995-7546

八尾市安中町1-3-8 陽和ビル1F
☎072-999-0111

八尾市安中町1-6-13
☎072-995-0439

八尾市安中町1-7-8 JR八尾駅前通り
☎072-923-4066

八尾市安中町2-1-60
☎072-991-8233

八尾市安中町2-6-9 清水ビル1F
☎072-922-0531

八尾市安中町2-6-9 清水ビル1F
☎090-5678-7778

ANCHOR くくる鍼灸整骨院 まごころダイニング 政ごろう スナック BRENDA スナックゆりあ 実の花 食楽膳 きらら HOPS 八尾店 大阪王将 JR 八尾 アイサロン シャルム
八尾市安中町3-2-40 PASIO2F
☎072-994-7221

八尾市安中町3-5-1 坂本ビル101
☎072-968-9006

八尾市安中町3-5-4
☎072-993-1112

八尾市安中町3-5-6
☎072-998-8117

八尾市安中町3-5-10
☎072-933-6392

八尾市安中町3-5-10
☎072-922-3087

八尾市安中町3-6-11
☎072-924-8601

八尾市安中町3-7-5
☎072-940-6113

八尾市安中町3-8-14
☎072-999-0346

八尾市安中町4-2-8-103
☎050-8881-5128

ぱんのいえ JR 八尾店 （株）エールホーム Lis café 安中温泉 アートファンタジースター美容室 喫茶 エンジェル cafe Bar Donna 大衆酒場 明日菜 おばんざい スナック胡胡 Mimu ミム
八尾市安中町4-2-16
☎072-924-8008

八尾市安中町4-8-18
☎072-943-3911

八尾市安中町6-2-20-103
☎070-1850-1818

八尾市安中町6-8-3
☎072-991-0988

八尾市安中町8-14-15
☎072-992-3939

八尾市陽光園1-3-12
☎072-993-0369

八尾市陽光園1-10-15
☎072-915-4040

八尾市陽光園1-10-15
☎072-934-8817

八尾市陽光園2-1-1 コーエイパレス陽光園202
☎090-6600-2583

八尾市陽光園2-1-1 コーエイパレス陽光園3F
☎090-5678-7778

hair atelier alfred Trattoria Romana 活魚料理 いし田 ローソン八尾陽光園 2 丁目店 やおやのまーくん まめいち MOON CAFÉ 備長炭焼き とりひろ そば処 まつもと 炉端さりけ
八尾市陽光園2-1-3 佐藤ビル1F
☎072-934-1234

八尾市陽光園2-3-16 ツジタビル1F
☎072-951-7536

八尾市陽光園2-4-6
☎072-946-2228

八尾市陽光園2-4-12
☎072-990-3690

八尾市陽光園2-5-31
☎072-923-8058

八尾市陽光園2-6-5-101
☎072-923-1363

八尾市陽光園2-6-32
☎072-924-3515

八尾市陽光園2-6-33
☎072-995-7040

八尾市明美町1-4-24
☎072-992-2007

八尾市明美町1-4-28
☎072-922-0909

CENTURY21 クオリア ハッピーカラー 明美町店 ヘアーズノーティ JR八尾店 麺屋 豚汁亭 八童（わっぱ） やすはら酒店 ジュエリー＆ウォッチ MUTA オールドギア八尾店 レザークラフト みやび Cut&Spa Lien
八尾市明美町1-4-29
☎072-920-4101

八尾市明美町1-8-25
☎070-3238-2833

八尾市明美町2-4-20
☎072-924-6700

八尾市明美町2-4-28
☎072-999-3499

八尾市明美町2-6-3 八尾市明美町2-7-1
☎072-992-4710

八尾市明美町2-10-13
☎072-994-7921

八尾市南植松町1-10-4
☎072-928-5560

八尾市南植松町3-1-2
☎072-927-1988

八尾市南植松町3-1-2
☎072-968-9795

スーパードラッグ シグマ 南植松店 （株）シーケー ヤマムラ薬局 イースト自動車 フレッシュマーケットアオイ JR 八尾駅前店
八尾市南植松町4-1-1
☎072-993-3411

八尾市老原1-154 村田CUBE SPACE A号
☎072-923-3150

八尾市老原5-195
☎072-991-8054

八尾市老原7-78
☎072-990-2333

八尾市陽光園2-5-23
☎072-943-2088


