
ペントモール八尾協同組合  〜近鉄八尾駅高架下の商店街です〜
小洞天 アップルプラス薬局 千塚こども園 分園 くねあ保育園 河内小判 Jardin 北川 サカイレディスショップ ㈱寿ハウジング アルベロコレクション ラぺ 占いサロン 愛乃 八光殿 ご相談サロン 近鉄八尾駅前店

八尾市山城町1-1ペントモール八尾1番街
☎072-995-1725

八尾市山城町1-1ペントモール八尾1番街
☎072-925-7333

八尾市北本町1-2ペントモール八尾2番街
☎072-990-1380

八尾市北本町1-2ペントモール八尾2番街
☎072-997-6262

八尾市北本町1-2ペントモール八尾2番街
☎080-9741-5337

八尾市北本町1-2ペントモール八尾2番街
☎072-998-1148

八尾市北本町1-2ペントモール八尾2番街
☎072-929-9296

八尾市北本町1-2ペントモール八尾2番街
☎072-997-8650

八尾市北本町2-1ペントプラザ内
☎080-1429-3274

八尾市北本町2-1ペントプラザ内
☎0120-39-8510

㈱シーキューブ 八尾駅ペントプラザ店 カルディーズクラブコーヒー八尾店 ミスタードーナツ 八尾ペントプラザ カレーハウス CoCo 壱番屋 近鉄八尾駅店 八尾カメラ店 ケンタッキー・フライド・チキン 近鉄八尾店 フレッシュ八百屋 vegevege エフワン八尾 カステルバジャック 美晃堂 ギャラリーアイ 八尾店
八尾市北本町2-1ペントプラザ内
☎0120-036-833

八尾市北本町2-1ペントプラザ内
☎072-996-7747

八尾市北本町2-1ペントプラザ内
☎072-997-0080

八尾市北本町2-1ペントプラザ
☎072-925-0141

八尾市北本町2-1ペントプラザ
☎072-998-1120

八尾市北本町2-1ペントプラザ
☎072-990-2665

八尾市北本町2-2ペントモール八尾3番街
☎072-947-9001

八尾市北本町2-2ペントモール八尾3番街
☎072-999-4300

八尾市北本町2-2ペントモール八尾3番街
☎072-996-5640

八尾市北本町2-2ペントモール八尾3番街
☎072-996-5664

天ぷらスタンド北吉 靴修理・合鍵 クック 独酌 髭鯨 北本町整骨院 時計・メガネ・ジュエリー MASAKI 花スタジオ 山本 炭火焼とり えんや赤獅子店 勝男 近鉄八尾店 まごころリフォーム たなかや
八尾市北本町2-2ペントモール八尾3番街
☎072-996-9108

八尾市北本町2-2ペントモール八尾3番街
☎072-997-9944

八尾市北本町2-2ペントモール八尾3番街
☎072-999-2625

八尾市北本町2-2ペントモール八尾3番街
☎072-993-7227

八尾市北本町2-2ペントモール八尾3番街
☎072-996-5646

八尾市北本町2-2ペントモール八尾3番街
☎072-923-2170

八尾市北本町2-2ペントモール八尾3番街
☎072-992-9441

八尾市北本町2-2ペントモール八尾3番街
☎072-929-9598

八尾市北本町2-2ペントモール八尾3番街
☎072-940-6950

八尾市北本町2-2ペントモール八尾3番街
☎072-929-8914

メイプル薬局 八尾店 炉端焼き酒場 一心 八尾店 旨い魚と酒の店〜えん〜 らーめん四恩 Bar Amrita 炭火焼とり えんや青獅子店 大衆酒場 がちや お好み焼き ぐー 肉のいい山 割烹 新竹
八尾市北本町2-2ペントモール八尾3番街
☎072-990-3080

八尾市光町2-180ペントモール八尾5番街
☎072-924-7788

八尾市光町2-180ペントモール八尾5番街
☎072-990-6655

八尾市光町2-180ペントモール八尾5番街
☎072-920-7406

八尾市光町2-180ペントモール八尾5番街
☎072-997-0288

八尾市光町2-180ペントモール八尾5番街
☎072-992-8794

八尾市光町2-180ペントモール八尾5番街
☎072-928-5580

八尾市光町2-180ペントモール八尾5番街
☎072-999-6511

八尾市光町2-180ペントモール八尾5番街
☎072-993-1180

八尾市光町2-180ペントモール八尾5番街
☎072-996-1119

けとばし屋チャンピオン八尾店 Cucina 紬 焼肉 わっちょい 炭焼きと鮮魚 よつば
八尾市光町2-180ペントモール八尾5番街
☎072-968-8539

八尾市光町2-180ペントモール八尾5番街
☎072-975-6707

八尾市光町2-180ペントモール八尾5番街
☎072-924-2989

八尾市光町2-180ペントモール八尾5番街
☎072-998-0428

さくらカフェ & コラーゲンショップ ボウルアロー八尾店 味よし パティスリーブルス西店 カラオケ のんき ガレージファースト （株）栄宏自動車 癒しサロン Hash さがや創菓庵 ぱんのいえ 志紀店
八尾市二俣3-6-1
☎06-6626-9212

八尾市天王寺屋2-68
☎072-948-2306

八尾市天王寺屋7-19 志紀マンション106
☎072-949-8035

八尾市志紀町1-11
☎072-949-6238

八尾市曙町3-143
☎072-992-7366

八尾市八尾木1-220
☎072-970-5523

八尾市八尾木1-220
☎072-922-6766

八尾市八尾木6丁目
☎080-4015-4769

八尾市八尾木東3-113
☎072-992-3800

八尾市志紀町1-2-1
☎072-948-1365

大阪王将 志紀店 Hair art Juice 志紀店 パティスリーブルス本店 TUK TUK （有）八尾井 志紀うどん／まるまるコロッケ 四条カメラ たこ焼 あほや 志紀駅前店 cut room ReSET 生活雑貨の店 にしむら
八尾市志紀町1-8
☎072-948-1885

八尾市志紀町1-10 ジョイフル大石1F
☎072-920-3388

八尾市天王寺屋7-54
☎072-948-1448

八尾市志紀町1-97
☎072-948-8856

八尾市志紀町1-166
☎072-949-1057

八尾市志紀町2-1
☎080-4247-2639

八尾市志紀町2-3
☎072-949-1412

八尾市志紀町2-10
☎072-948-8355

八尾市志紀町2-10 田中店舗西側103号
☎080-1422-4986

八尾市志紀町2-151
☎072-948-7225

salon de H彡AIR’S 丸芝饅頭店 カイロプラクティック SUNNY おけいこスペース Re・Fine Country Kitchen Betty's 西川商会 10 O'CLOCK ボルダリングスペース フラワーショップ はな ヘアーサロン ストリート 創楽 いちじく
八尾市志紀町2-195
☎072-949-5635

八尾市志紀町3-1-9
☎072-934-7600

八尾市志紀町3-19-1 松井志紀駅ビル202
☎072-943-3215

八尾市志紀町3-19-1 松井志紀駅ビル205
☎050-3692-4636

八尾市志紀町3-29 マイタウン四季3-B
☎070-8996-6194

八尾市弓削町3-92
☎072-949-5038

八尾市志紀町南1-52
☎050-3590-6689

八尾市志紀町南2-110-12
☎072-949-4187

八尾市志紀町南2-110-16
☎072-949-2233

八尾市志紀町南3-115
☎072-945-6000

ステップオート フライパンヴィレッジ 心将塾キックボクシングジム うどん山川 八尾店 LIQUOR&FOOD スミクラ こびとのおくりもの Kitchen Lino 志紀元気整骨院 カイロプラクティック light
八尾市志紀町南4-283
☎072-949-2884

八尾市西弓削3-8
☎072-949-3221

八尾市沼4-6
☎090-7755-6136

八尾市沼4-37
☎072-971-1070

八尾市老原4-3-19
☎072-994-2029

八尾市志紀町西4-19-15
☎090-9876-5413

八尾市志紀町西4-61
☎072-946-6353

八尾市田井中3-49
☎072-948-6727 ☎090-9548-7643

新栄商店会  〜まごころで地域社会に奉仕する新栄商店会〜
Sun。Star 岡村生花店 お膳処 らいと カラオケ・ギャラリー 福寿司 奴鮓 ソウル 八大建設工業 Ma-Chan（マーチャン） お好み焼 のより

八尾市本町5-8-14
☎072-994-9840

八尾市北本町2-10-35
☎072-997-7962

八尾市北本町2-11-3
☎072-924-7230

八尾市北本町2-11-14
☎072-995-9050

八尾市北本町3-1-5
☎072-999-1852

八尾市北本町3-1-23
☎072-923-1592

八尾市北本町3-2-6
☎072-923-5667

八尾市北本町3-3-12
☎072-999-4898

八尾市北本町3-6-31 ツイン77
☎072-996-0148

八尾市北本町3-6-31 ツイン77
☎072-989-1219

SAKA BAR 正 和牛亭 ｢仁｣ ビューティーサロン 「アイ」 山がや オカダ塗装㈱ 花屋敷 吉鳥 八尾店
八尾市北本町3-6-31 ツイン77
☎090-3278-6844

八尾市光町1-5
☎072-928-1555

八尾市萱振町1-72-5
☎072-996-0850

八尾市萱振町1-76
☎072-923-6243

八尾市桜ケ丘1-101
☎072-992-7344

八尾市桜ケ丘3-1
☎072-996-5577

八尾市桜ケ丘4-31
☎072-922-2133

高安駅前商店会  〜高安山を望み、四季が感じられる商店街です〜
医療法人照隅会田中歯科医院 フタバクリーニング㈱高安店 喫茶カリメラ Lydia Lunch リディアランチ ふらわあしょっぷさかもと あまやどり 月うさぎ美容室 松村設備工業㈱ 第一ゼミナール 高安校 MaSa hair

八尾市高安町北1-83-1
☎072-922-1543

八尾市高安町北1-84
☎072-999-0311

八尾市高安町北1-84-1
☎072-996-0357

八尾市高安町北1-84-1
☎072-924-8228

八尾市高安町北1-86
☎072-998-2337

八尾市高安町北1-87
☎072-929-1915

八尾市高安町北1-88
☎072-999-3470

八尾市高安町北1-113
☎072-922-0561

八尾市高安町北1-117-1
☎072-996-9990

八尾市高安町北1-117-2
☎072-995-6699

にしむら鍼灸整骨院 Kitchen HARE R → S 平岡歯科医院 ヘアーステーションチェイサー 高安店 高安柔整院 ほんわか笑福占い☆久笑 ARPAN アルパナ インド ネパール レストラン & バー 三弘舎 ㈱ BDC かない整骨院
八尾市高安町北1-117-103
☎072-995-1775

八尾市高安町北1-121-1
☎072-924-2555

八尾市高安町北1-122-7
☎072-998-2501

八尾市高安町北1-122-7
☎072-999-8818

八尾市高安町北1-122-7
☎072-998-7758

八尾市高安町北1-122-7
☎090-6966-9919

八尾市高安町北1-122-7
☎072-999-6778

八尾市高安町南1-52
☎072-923-0847

八尾市高安町南1-53
☎072-929-8778

八尾市高安町南1-57
☎072-997-2909

電洋社 中華彩宴 てんぺい Largo 松村デンタルクリニック 秋本修作整骨院 サニヤン 串一 おばん菜 BAR いろは サランバン
八尾市高安町南1-62
☎072-922-7639

八尾市高安町南1-67
☎072-997-3230

八尾市高安町南1-69-6
☎072-933-3179

八尾市高安町南1-125-1
☎072-990-4180

八尾市高安町南1-127
☎072-925-7558

八尾市高安町南1-132
☎072-933-5547

八尾市高安町南1-132 八尾市高安町南1-132
☎090-1254-6518

八尾市高安町南1-135
☎090-2599-7696

近鉄八尾北商店会  〜地域の安全・安心を守ります〜
いちよし証券（株） 八尾店 ムーラン洋菓子店 ヘアーサロン emu Grail（グラール） 八尾北本町郵便局 大谷模型店 カルミア訪問介護ステーション 命泉堂薬局 のぞみ信用組合 菊屋酒店

八尾市北本町1-2-12 昭和八尾ビル
☎072-923-4741

八尾市北本町1-2-15
☎072-922-2379

八尾市北本町1-2-20
☎072-923-5786

八尾市北本町1-2-22
☎072-999-1560

八尾市北本町1-2-26
☎072-997-0503

八尾市北本町1-3-4
☎072-922-6626

八尾市北本町1-3-25
☎072-968-8656

八尾市北本町1-3-30
☎072-998-6660

八尾市北本町1-4-25
☎072-922-0748

八尾市北本町1-4-27
☎072-999-3629

ＪＲ八尾駅前商店会  〜朝の清掃活動から広がるコミュニケーション〜
田中商店 山田お好店 串かつ りき 衣料センター 大東 孔雀荘 小料理 ゆるり たこ焼き たこ心 焼肉ふじき ごちそう家屋 たんと フルール洋菓子店

八尾市安中町1-7-7
☎072-922-3254

八尾市安中町1-7-7
☎072-923-4018

八尾市安中町1-7-8
☎072-993-5223

八尾市安中町1-7-8
☎072-923-4066

八尾市安中町1-7-9
☎072-994-0501

八尾市安中町1-7-9
☎072-915-1039

八尾市安中町1-7-10
☎072-924-0196

八尾市安中町1-7-10
☎072-974-0007

八尾市安中町2-5-22
☎072-946-8811

八尾市安中町2-6-5
☎072-992-5939

炭火焼き鳥 うしお 居酒屋 あさちゃん 清水本店 J Ｒ八尾駅前珈琲店 じゃんぼ總本店 JR 八尾駅前店 大阪王将ＪＲ八尾駅前店 広島 寿し吉 焼肉 たくや 愛和薬局
八尾市安中町2-6-13
☎072-991-9494

八尾市安中町3-5-5
☎070-2311-8720

八尾市安中町3-7-6
☎072-922-2151

八尾市安中町3-7-6
☎072-992-1085

八尾市安中町3-8-9
☎072-924-2111

八尾市安中町3-8-14
☎072-999-0346

八尾市安中町3-8-14
☎072-994-8998

八尾市安中町4-2-10
☎072-924-5574

八尾市安中町4-2-11
☎072-992-3414

八尾市安中町4-2-16
☎072-922-8531

ブティック エマイリー ぱんのいえ JR 八尾店 奥村クリニック ノーマ・ジーン 坂中電器商会 フラワーショップ花柳 焼鳥ハマー 焼きとり とりいち
八尾市安中町4-2-16
☎072-922-9169

八尾市安中町4-2-16
☎072-924-8008

八尾市安中町4-2-17
☎072-991-2223

八尾市安中町4-3-19
☎072-991-4216

八尾市安中町4-3-20
☎072-922-2573

八尾市安中町4-3-20
☎072-922-5050

八尾市安中町4-3-22
☎072-999-5151

八尾市安中町4-3-38
☎072-993-9999

高安さくら商店街  〜商店街から人にやさしいまちづくりを〜
ブティック ショーノ SETTE BELLO ベーカリーコパン エル ブランシュ うえだ鍼灸院整骨院 ケーアイスポーツ （医）ゆきこどもクリニック セブンイレブン近鉄高安駅西店 安兵衛 ㈲さくらい

八尾市山本町南7-13-29
☎072-998-6260

八尾市中田2-37-2
☎072-923-6344

八尾市中田2-38-5
☎072-995-0544

八尾市中田2-38-6
☎0120-09-8417

八尾市中田2-50-3
☎072-996-5266

八尾市中田2-110
☎072-924-7070

八尾市刑部1-1-2
☎072-922-2301

八尾市刑部1-1-3
☎072-991-7211

八尾市刑部1-180-3
☎072-923-1191

八尾市刑部1-182
☎072-922-7656

なかむらクリニック （有）三好商店 河内庵 吉田クリニック 植田酒米店 RIVER SIDE （有）ハシヤマデンキ コスモ住宅 おたからや高安店 （有）増井ふとん店 小原クリニック 植野歯科医院
八尾市刑部2-182
☎072-929-2005

八尾市八尾木北5-119
☎072-993-0221

八尾市山本高安町2-1-3
☎072-925-5388

八尾市山本高安町2-9-24
☎072-922-0158

八尾市山本高安町2-12-5
☎072-922-0949

八尾市山本高安町2-12-5
☎072-924-9000

八尾市山本高安町2-12-5 SOHOビル1F
☎072-983-6765

八尾市山本高安町2-12-9
☎072-922-3090

八尾市山本高安町2-12-10
☎072-995-0501

八尾市山本高安町2-12-16
☎072-922-3524

米井耳鼻咽頭内科医院 中垣内科皮膚科 小島眼科医院 後藤クリニック キリン薬局 理容 COTY
八尾市山本高安町2-13-3　2F
☎072-922-3937

八尾市山本高安町2-13-3　3F
☎072-922-9127

八尾市山本高安町2-13-3　4F
☎072-991-4107

八尾市山本高安町2-13-3　6F
☎072-990-3250

八尾市山本高安町2-13-4　1F
☎072-990-1558

八尾市山本高安町2-13-5
☎072-924-2638

久宝寺口商店会  〜４５０年の歴史を持つ寺内町への入り口です〜
お菓子の工房 マルキーズ 肉の森田 喫茶ラゼーヌ カットハウス メンズスポット ハトヤクリーニング お米・食料品・豆類・パン 石谷食糧店 魚豊商店

八尾市末広町4-1-11
☎072-922-2230

八尾市末広町4-2-12
☎072-994-4737

八尾市末広町4-2-16
☎090-7766-4827

八尾市末広町4-3-19
☎072-991-8391

八尾市末広町4-4-25
☎072-994-5784

八尾市末広町4-4-31
☎072-922-6140

八尾市末広町4-6-1
☎072-922-3468

ファミリーロード（八尾市商業協同組合）  〜地域との繋がりを大切にする歴史ある商店街〜
MIMY SPOT 山徳天ぷら店 お好み焼き まこ フタバクリーニング ファミリーロード本店 音野精肉店 リーラボ 桐山写真館 貸衣裳かまだ そば処 楠喜 おいしい昆布の店 昆扇堂

八尾市本町4-2-44 八尾市本町4-2-46
☎072-923-1578

八尾市本町5-2-15
☎072-923-5500

八尾市本町5-2-15
☎072-922-1580

八尾市本町5-2-15
☎072-991-1129

八尾市本町5-3-6
☎072-947-7095

八尾市本町5-3-8
☎072-922-3458

八尾市本町5-3-11
☎072-992-6838

八尾市本町5-3-11
☎072-922-7298

八尾市本町5-4-7
☎072-993-8031

きものサロンすぎもと 大仙堂書店 cochi-cochi 宇野整骨院 学生服・帽子・クリーニング パリ洋品店 おしゃれ服地と学生服のタケヒロヤ サイクルショップ もとき いけうちや 中尾たばこ店 焼肉 千久左
八尾市本町5-4-9
☎072-997-5236

八尾市本町5-4-13
☎072-994-8852

八尾市本町5-4-14
☎072-951-2673

八尾市本町5-4-15
☎090-9272-4871

八尾市本町5-4-16
☎072-922-2927

八尾市本町5-5-25
☎072-922-4781

八尾市本町5-6-9
☎072-922-2538

八尾市本町5-7-9
☎072-922-2252

八尾市本町5-7-15
☎072-922-1008

八尾市本町5-7-19
☎072-922-1529

オラシオン モーニング専門店 庵逗珈琲 パンのキムラヤ 家具のやおもく 珈琲亭 琥珀 エステ ティアラ 焼鳥 最上
八尾市本町5-7-21
☎070-8513-0642

八尾市本町5-7-23 八尾市本町5-8-12
☎072-922-2204

八尾市本町5-8-13
☎072-993-7000

八尾市本町5-8-16
☎072-991-6035

八尾市本町5-8-18
☎090-9549-5025

八尾市本町5-8-21
☎072-999-1118

城正会  〜近鉄八尾駅西口にある商店街です〜
LUNA KOGAO アビア 永寿堂 際本清香園茶舗 サカイミート 八尾薬局 梅花屋 ゴダイゴ スタジオ ポンポン メガネの三愛

八尾市本町5-8-1
☎090-2063-6106

八尾市本町7-7-5
☎072-923-7333

八尾市本町7-7-6
☎072-993-7439

八尾市本町7-7-6
☎072-922-3867

八尾市本町7-7-8
☎072-922-2338

八尾市本町7-7-9 小倉ビル1F
☎072-922-2091

八尾市本町7-7-10
☎072-922-4449

八尾市本町7-7-10
☎072-993-9591

八尾市本町7-7-10
☎090-7096-2059

八尾市本町7-7-10
☎072-992-3979

ごはんや かれん やお駅前鍼灸接骨院 八尾日本薬局 カフェ・オムライス ライラック 森本歯科クリニック 河内音頭記念館 Adora hair（アドラヘアー） 大丸理容 嶋岡食料品店 リンダリンダ
八尾市本町7-7-11
☎072-998-2115

八尾市本町7-7-12 1F
☎072-998-7717

八尾市本町7-7-14
☎072-990-0888

八尾市本町7-12-22
☎072-993-0340

八尾市本町7-12-23
☎072-990-3900

八尾市本町7-12-24
☎072-995-1555

八尾市本町7-12-25
☎072-928-5855

八尾市本町7-12-26
☎072-994-9745

八尾市本町7-12-26
☎072-922-5293

八尾市本町7-12-28
☎050-8884-8010

花屋
八尾市本町7-12-29
☎070-2837-0049

北本町中央通商店会  〜新しい楽しいがいっぱいあります〜
シバタ洋装店 OnebyOne 中村青果店 ボディ・バランス RAKURAKU 岡村生花店 稲冨貴 ニューリーボーン 近鉄八尾店 カフェ・ベリー ゆうき薬局 ブティック マルシャン

八尾市北本町2-8-11
☎072-922-0153

八尾市北本町2-9-12アムールみのり102号室
☎072-968-9539

八尾市北本町2-9-15
☎072-998-6311

八尾市北本町2-9-16北本町ビル102
☎072-996-0909

八尾市北本町2-10-35
☎072-997-7962

八尾市北本町2-11-13
☎072-923-0343

八尾市北本町2-11-13
☎072-923-7782

八尾市北本町2-11-15
☎072-999-0607

八尾市北本町2-12-24 北本町マルシゲビル1階
☎072-999-3189

八尾市北本町2-12-35
☎072-924-3200

LINOAS利用可能店舗一覧
～「まいにちに、ちょうどいい。」～

R  ボニーチョップス

8

F
 串のアイワ　  Bindu　  鰻まる　  とろ麦　  とんかつ八尾花　  パウハナ　
 ワールドビュッフェ　  千房　  YAKINIKU BUFFET 左近　  家族亭　  みせるばやお

7

F
 エディオン　  メガネの三愛　  銀座山野楽器　  保険ひろば　  学研スクエア　
 カフェ・ド・クリエプラス

5

F  ＪＩＮＳ　  無印良品　  アニメイト　  クラフトハートトーカイ　  ロフト　  ＱＢハウス

4

F
 ライトオン　  アメリカンホリック　  ikka　  SUITS&SUITS　
 BARNS soho street　  ヴァンカウンシル

3

F

 かんかん八尾　  キュアスタイル　  ブティックエコー　  リサルトジョカーレ　
 ハニーズ　  ビースリー　  京のきもの屋四君子　  エムニバイセンソユニコ　
 カラダファクトリー　  Seria　  アミティエ　  モードクレーン　  Excellent

2

F
 nina　  anySIS　  JinJin　  coche et coche　  ビジョンスタイル
 メランクルージュ　  クレド　  ケーニヒスクローネ　  乃が美 はなれ

1

F

 Muse　  MuseⅡ　  銀座花菱　  クールカレアン　  Ｔｉｎｋ　  ザ・セカンドベース
 TSUTAYA　  靴下屋　  かもじや　  アウトドアプロダクツ　  スターバックスコーヒー　
 フラワーラウンジ ブランハンナ　  マネケン　  工房オカウチ　  ラフィネ　
 スマホ修理工房　  コスコスイーツ工房　  八尾自動車教習所　  オフストア

Ｂ

1

F
 スギドラッグ　  パントリー　  久世福商店　  おきな昆布　  花屋敷　  播彦
 ブールミッシュ　  千鳥屋宗家　  たこやき竹蔵　  煌めきコーヒー　  揚げてなんぼ

外
部
棟

 mon ami pet　  フタバクリーニング

アリオ八尾利用可能店舗一覧
～いいこと、アリオ。～

3

F

 タワーレコード　  オリヒカ　  ビックトイズ　  METHOD　  apres  les  cours　
 ビラボン　  foranew　  じぶんまくら　  ハピンズ　  BREEZE　  petit main　
 オリンピア　  BABYDOLL　  Lovetoxic　  MARKEY'S　  BRICK  HOUSE　
 チャイハネ　  mont-bell　  MARUZEN　  コンタクトのアイシティ　  小阪楽器店　
 みるくモーモ　  手芸の丸十　  ヴィレッジヴァンガード　
 STUDIO  CARATT／振袖ラブリ　  アカチャンホンポ　  ハックルベリー　  しゃぶ菜
 サンマルクカフェ　  ナポリデナポリ　  しゃぶかつ  かつ喜　  串家物語　  夢厨房
 鶴橋風月　  昔洋食みつけ亭　  一汁五穀　  牛たん福助　  河内らーめん喜神　
 餃子の王将　  京都嵐山  清修庵　  サイゼリヤ

2

F

 G-LAND EXTREME　  illusie300　  シューラルー　  ルームパステル　
 レプシィム　  スマートクール　  インザグルーヴ　  S M2 otan taman　
 COQULE　  BELLUNA　  PLST　  ジュエリーツツミ　  ジュエリーKANDA　
 SatiS　  チュチュアンナ　  コスメデルアップ　  アマトーネアクセソリーオ
 グリンパークス  トピック　  STONE  MARKET　  セルレ　  タオル美術館　
 エメフィール　  ココヒルズ　  I clock.　  ジーユー　  ダイソー　  Zoff　
 ABCマート　  かもじや　  JUICY・HAIR/moA　
 ビューティーフェイス/W EYE  BEAUTY　  ブブアブ　  Dr.ストレッチ　
 コメダ珈琲　  BANKAN　  210NOUVE

1

F

 FAVORI　  3COINS+plus　  オンデーズ　  グローバルワーク　  チャオパニックティピー
 AZUL  by  moussy　  INGNI　  ベルファム　  GORGE BE　  coen　
 studio CLIP　  Nabe Store　  クラフトスタンダードブティック　  パレード　  14+　
 アースミュージック&エコロジー　  ブギヴギ　  アリエ　  59CAPS!　  アール　
 PANCHA²　  グランサックス　  スターバックスコーヒー　  ティセン  朝夕茶事
 ミスタードーナツ　  マクドナルド　  ドトールコーヒーショップ　  ルピシア　
 エール・エル　  カルディコーヒーショップ　  銀座コージーコーナー　  ブルプル　
 ビアード・パパ　  麻布十番 モンタボー　  ウッフ　  サーティワンアイスクリーム
 とりから本舗　  ペッパーランチ　  釜揚げ讃岐うどん  丸亀製麺　  粉助　
 王記厨房　  果汁工房  果琳　  クロニック  タコス　  三田製麺所　  ポムの樹Jr.　
 リンガーハット　  カレンド　  肉問屋  肉丸商店　  フレッシュネスバーガー　
 ワッフラ　  ルジャンドル　  キタノエースワン　  いきなりステーキ　
 ホリーズカフェ　  ピースワン　  J&K  HEART  Shop　  ハーブガーデン　
 レモネード バイ レモニカ　  GRAND lodge CAFE & RESTAURANT　
 ヘアカラー専門店  fufu

ＪＲ志紀駅周辺

黒田屋 御菓子処 麒麟堂 （有）松本酒店 feel ベビーカーのあずはーと フライショップ てんぐ 麦秋 中華料理ラーメン 八戒 アトム 八尾南店 たろうず
八尾市沼1-23
☎072-949-7672

八尾市沼2-133
☎072-949-8165

八尾市沼2-136-2
☎072-949-7258

八尾市沼3-1-1
☎072-940-6009

八尾市沼3-124
☎072-946-2800

八尾市沼4-87-1
☎072-948-2207

八尾市太田3-18
☎072-949-4432

八尾市太田3-178-1
☎072-948-1781

八尾市太田4-53-1
☎072-920-0120

八尾市若林町1-59
☎072-948-4198

Café & Restaurant 雅楽 コンペイトウミュージアムやお 串かつ まる 麻雀 ビリーヴ （株）雪正 直売所 ももちゃんのおかきせんべい ファミリーマート八尾太田新町店 ハリタ 太田本店 車検のコバック 八尾店 （株）トーヨーふれ愛バス
八尾市若林町1-91
☎072-948-4112

八尾市若林町2-88
☎072-948-1338

八尾市若林町3-45
☎072-949-5117

八尾市若林町3-45
☎072-948-0055

八尾市若林町3-49
☎072-975-6659

八尾市太田新町1-276-1
☎072-949-9448

八尾市太田新町1-343
☎072-920-2216

八尾市太田新町3-3
☎072-949-8886

八尾市太田新町3-130
☎0120-589-805

八尾市太田新町3-184
☎072-949-8600

フラワーショップ もりわき 成光自動車整備工業 オムライス専門店 タンポポ ボディペイント サクラ （有）富永自動車 PPY ジム 荒木酒店 植田書店 ほっかほっか亭 南木の本店 （株）櫻井商会
八尾市太田新町5-102
☎072-949-6227

八尾市太田新町5-102
☎072-949-5238

八尾市太田新町7-261
☎072-949-9515

八尾市太田新町8-32-1 八尾市太田新町8-178
☎072-949-9600

八尾市北木の本5-149-8
☎072-994-7777

八尾市南木の本3-22-24
☎072-994-5307

八尾市南木の本4-7
☎072-922-6113

八尾市南木の本4-90-1
☎072-924-0655

八尾市南木の本7-9
☎072-992-1414

お好み焼き 焼きそば このは 居酒屋 囲炉里 ランチ BOX （有）不動電機商会 カットステーション 串の店 てくてく カラオケ喫茶 アポロ リラックスタイム ザ・バイク八尾
八尾市南木の本7-11-6
☎072-924-1007

八尾市南木の本7-12-2
☎072-992-3020

八尾市南木の本7-12-12
☎072-924-4655

八尾市木の本2-1
☎072-922-7477

八尾市木の本2-55-5
☎072-990-6000

八尾市西木の本2-101-3
☎072-940-6359

八尾市西木の本3-70
☎072-993-0328

八尾市南太子堂4-2-62
☎070-5041-4687

八尾市田井中1-2-3
☎072-948-3261

地下鉄八尾南駅周辺

商店街参加店舗一覧

飲食 食料品小売 生活品等小売 美容・理容 服飾販売 生活サービス・娯楽等


