
店舗名 店舗住所

夢人形 大阪府茨木市 鮎川５丁目２１ー２

ＨＡＲＵ ＡＵＴＯ 大阪府茨木市 安威２－２－２

さかえ 大阪府茨木市 稲葉町１９－１４

エール 大阪府茨木市 永代町５番ソシオ１ビル１１２号

紅紅火火 大阪府茨木市 永代町８－３０

ｔｏｃｏｔｏｗａ 大阪府茨木市 駅前１－８－１９－１０１

金星ソナタ 大阪府茨木市 駅前２－１－２１コラソンパラシオ５０２号室

酒肴菜結庵 大阪府茨木市 駅前２－１－２５・茨木清水ハイツ１０５号

悠々堂 まき鍼灸院 大阪府茨木市 駅前３－１－２６

リサイクルショップ・さらら 大阪府茨木市 駅前４－１－２

ＡＵＴＯＬＩＦＥ 大阪府茨木市 下穂積２－９－７

白金堂 大阪府茨木市 元町１番１０号

オーミナミ 本店 大阪府茨木市 佐保１９８－１

オーミナミ 彩都店 大阪府茨木市 彩都あさぎ１－２－１ ガーデンモール彩都店２階

カーオート 茨木店 大阪府茨木市 三島丘２丁目２９ー１３ー１

ＡｕｔｏｇａｒａｇｅＷＡＤＡ 大阪府茨木市 寺田町５－２３

アーマーダイレクト 大阪府茨木市 若園町１３－２０

ダスキン茨木東 大阪府茨木市 若園町５－１２

リブレボート免許教室 大阪府茨木市 若草町９番１号

アットウィル 大阪府茨木市 宿川原町４－８

ゆきち 大阪府茨木市 春日１－１６－７

新鮮料理吟屋 大阪府茨木市 春日１－１６－７ステイションコーポ茨木１０３

花車 大阪府茨木市 春日一丁目１２－７

海神 大阪府茨木市 小柳町６－１６

ととぎんイオンタウン茨木太田店 大阪府茨木市 城の前町２－１イオンタウン茨木太田店１階

給湯器かえるショップ 大阪府茨木市 新郡山２－３１－１１

ショコラ 大阪府茨木市 新庄町２－１３セラフィック・ＩＷＴ１０３

ｓｔｕｄｉｏ ａｔｔｉｃ 大阪府茨木市 新庄町２－１５

ＲＩＳＥ 大阪府茨木市 真砂１－３－２０

Ｓｍａｐｈｏ Ｄｒ 大阪府茨木市 星見町１０－２８

ひいらぎレンタリース 大阪府茨木市 星見町２０－５

ＷＡＬＬＳＴＹＬＥ 大阪府茨木市 西駅前町１２－２０

御食事処 花筏 大阪府茨木市 西駅前町３－２１

ほっかバル 大阪府茨木市 西駅前町６－３６

Ｔｒａｔｔｏｒｉａ ＴＡＫＥＵ 大阪府茨木市 双葉町２－１９富士マンション１Ｆ

笹寿司 大阪府茨木市 双葉町２－５

ビーラブドバイ 大阪府茨木市 双葉町９－１３山田ビル１Ｆ

三島企画 大阪府茨木市 総持寺１－３－２５－６０３

ＣＲＥＤＯ ＨＡＩＲ 大阪府茨木市 総持寺駅前町１－３２ ハイムエーデル１Ｆ

アロマミーレ 大阪府茨木市 総持寺駅前町２－１０

かどや酒店 大阪府茨木市 蔵垣内三丁目１８番１６号

エリアマーケティングオフィス 大阪府茨木市 大手町１－２６アンフィニィ大手町６Ｆ

ｎｉｃｏ ｍｅｒｃｉ 大阪府茨木市 大手町８ー１３日本医科薬品ビル５階

ゆき鍼灸院 大阪府茨木市 大池１－１－１７

けものみち動物病院 大阪府茨木市 大池１－１４－５９

トラベルドリーム 大阪府茨木市 沢良宜西２－１７－３９

Ｃｒｏｃｃｈｉｏ 大阪府茨木市 竹橋町２－１ 三共ビル１階

おそうじ本舗茨木彩都店 大阪府茨木市 中河原町１７－８

旬鮮旬彩 上吉 大阪府茨木市 中津町１６－４－１階

ケンズパワー 大阪府茨木市 中津町１－７－１３０５ アーバンライフ茨木市駅前

                                            「ええやん茨木！お買い物で応援キャンペーン」対象店舗一覧（10月5日時点）

■調整中の事業者がありますので、リストは随時更新します。

■店舗等の事情により、このリストに掲載されていない場合があります。

■店舗等の事情により、楽天ペイが利用できない場合がありますので、ご利用前に店舗へ直接確認をお願いいたします。

■当該キャンペーン開始以降、店舗等の事情により、対象店舗外となる場合があります。

■キャンペーン前のデータに基づいているため、閉店している場合や楽天ペイによる支払いの受付を停止している場合があります。



店舗名 店舗住所

アクアプラス１ 大阪府茨木市 中津町２－１６ コーポナカツ１０１

アイスベリー 大阪府茨木市 中穂積３ー２ー５７

美容室エスプリサンク 大阪府茨木市 天王２丁目４ー７

ＤＩＮＩＮＧ ＢＡＲ あん 大阪府茨木市 島２－１４－２１

ＲＯＹＡＬ ＭＯＴＯＲＳ 大阪府茨木市 藤の里２－１４－７

Ｍ．ｎａｉｌ 大阪府茨木市 南安威２丁目６ー２８ー５

原田畳商店 大阪府茨木市 南耳原１丁目７－２７

スヌーズカフェ 大阪府茨木市 白川１－３－２７

賃貸自動車 大阪店 大阪府茨木市 畑田町１５－２６－１０１

花音 大阪府茨木市 畑田町１５ー２６

鍼灸澤田寶月 大阪府茨木市 並木町１４－５－１

ベルフローラ 大阪府茨木市 並木町７－１４

ＮＵＤＥ 大阪府茨木市 別院町６ー４３

カラオケ淳ちゃん 大阪府茨木市 別院町７－３４ ジョイス茨木２階

Ｍａｎａｔｙ 大阪府茨木市 別院町７－３４ジョイス茨木ビル３０２

仕出し割烹  しげよし茨木店 大阪府茨木市 別院町７ー５三友ビル１階

ＡＮＩＭＡＮＥＲＡ ＭＯＴＯ 大阪府茨木市 豊川５－２８－２０

ヒカリ整骨院 大阪府茨木市 本町１－４

Ｐｉｚｚｅｒｉａ ＵＮＯ 大阪府茨木市 末広町２－２４

ヤードスティック 大阪府茨木市 目垣１－２３－１２

アクシスオートモーティブ 大阪府茨木市 野々宮２－７－３

Ｌａｐｉｓ． 大阪府茨木市鮎川 １－１８－２７

ワンズアームズ 大阪府茨木市鮎川 １－２－２２

むすび 大阪府茨木市鮎川 １－７－３２

ｒｅｃｉｔ ｈａｉｒ 大阪府茨木市鮎川 １丁目７－３２第２コーポ藤本

一本釣 丼丸 大阪府茨木市鮎川 ２－３２－２５アライブ２１・１０５号室

ドルチェモスカート茨木白川店 大阪府茨木市鮎川 ５－２２－５

ヘアーサロンぽけっと 大阪府茨木市稲葉町 １－１２ローゼマキシマム１階

ｋｏｎｔａｂｌｅ 大阪府茨木市稲葉町 １－１２ローゼマキシム１０４

パソコントラブル１１９ 大阪府茨木市稲葉町 ５－４

ダスキン淀川 大阪府茨木市宇野辺 １－４－３

希ファミリークリニック 大阪府茨木市永代町 ５－３０６

アイフォンリペアショップ 大阪府茨木市永代町 ５ソシオビル１－２０８

ｄｉｎｉｎｇｂａｒｓｐｉｃａ 大阪府茨木市永代町 ６－１６・ニュー阪急フロントビル３０３

ｂａｒ ＰＡＣ 大阪府茨木市永代町 ７－３サードＢＯＸ６０２号

（ロサヴィア茨木）BBAB 大阪府茨木市永代町１－５

（ロサヴィア茨木）ｂｉｇｂｏｒｎ 大阪府茨木市永代町１－５

（ロサヴィア茨木）CARNIVAL 大阪府茨木市永代町１－５

（ロサヴィア茨木）ｃｏｎｏｋａ 大阪府茨木市永代町１－５

（ロサヴィア茨木）DESIRE BOX 大阪府茨木市永代町１－５

（ロサヴィア茨木）Free Style 大阪府茨木市永代町１－５

（ロサヴィア茨木）ｇａｒｄｅｎ 大阪府茨木市永代町１－５

（ロサヴィア茨木）Green earthware 大阪府茨木市永代町１－５

（ロサヴィア茨木）HolyMoly 大阪府茨木市永代町１－５

（ロサヴィア茨木）JUPITER 大阪府茨木市永代町１－５

（ロサヴィア茨木）M2 by sensounico 大阪府茨木市永代町１－５

（ロサヴィア茨木）PROMENADE CAFE 大阪府茨木市永代町１－５

（ロサヴィア茨木）REFLE 大阪府茨木市永代町１－５

（ロサヴィア茨木）ＳＨＥＲＲＹ 大阪府茨木市永代町１－５

（ロサヴィア茨木）SmartDoctorPro 大阪府茨木市永代町１－５

（ロサヴィア茨木）SWITCH 大阪府茨木市永代町１－５

（ロサヴィア茨木）Ｔｅａ Ｒｏｏｍ ＶＵＥＬＯ 大阪府茨木市永代町１－５

（ロサヴィア茨木）あい鍼灸院・接骨院 大阪府茨木市永代町１－５

（ロサヴィア茨木）イノブン 大阪府茨木市永代町１－５

（ロサヴィア茨木）きく松 大阪府茨木市永代町１－５

（ロサヴィア茨木）ギャラリーエスタビエン 大阪府茨木市永代町１－５

（ロサヴィア茨木）コスメティックギャラリーＲＩＮ 大阪府茨木市永代町１－５



店舗名 店舗住所

（ロサヴィア茨木）コンパス 大阪府茨木市永代町１－５

（ロサヴィア茨木）ハックルベリー 大阪府茨木市永代町１－５

（ロサヴィア茨木）バルミー 大阪府茨木市永代町１－５

（ロサヴィア茨木）ビアードパパの作りたて工房 大阪府茨木市永代町１－５

（ロサヴィア茨木）ママのリフォーム 大阪府茨木市永代町１－５

（ロサヴィア茨木）メンディング・サービス 大阪府茨木市永代町１－５

（ロサヴィア茨木）茨木フードパラダイス 大阪府茨木市永代町１－５

（ロサヴィア茨木）家族亭 大阪府茨木市永代町１－５

（ロサヴィア茨木）菓匠 千鳥宗家 大阪府茨木市永代町１－５

（ロサヴィア茨木）京の串揚げ 祇園囃子 大阪府茨木市永代町１－５

（ロサヴィア茨木）古 潭 大阪府茨木市永代町１－５

（ロサヴィア茨木）虎谷誠々堂書店 大阪府茨木市永代町１－５

（ロサヴィア茨木）菜 菜 大阪府茨木市永代町１－５

（ロサヴィア茨木）手芸の丸十 大阪府茨木市永代町１－５

（ロサヴィア茨木）生活パズル 大阪府茨木市永代町１－５

（ロサヴィア茨木）西尾呉服店 大阪府茨木市永代町１－５

（ロサヴィア茨木）婆娑羅 大阪府茨木市永代町１－５

（ロサヴィア茨木）壁の穴 大阪府茨木市永代町１－５

（ロサヴィア茨木）和食 とろ麦 大阪府茨木市永代町１－５

家族亭 阪急茨木店 大阪府茨木市永代町１－５ ロサウ゛ィア ２Ｆ

茨木食堂 大阪府茨木市永代町１－５ ロサヴィア１Ｆ

MODE K's 茨木店 大阪府茨木市永代町５ ソシオ１－３Ｆ 

さわらぎや家具店 大阪府茨木市永代町７－５

あほや 茨木駅前店 大阪府茨木市駅前 １－１０－８

ａｒｈａｉｒ 大阪府茨木市駅前 １－２－１０サンプラザ茨木駅前ビル３０３

カメちゃんの店 大阪府茨木市駅前 １－４－４石川ビル２階

米倉電気 大阪府茨木市駅前 １－４－８

アイプラス茨木店 大阪府茨木市駅前 １丁目２ー１０サンプラザ茨木駅前ビル１０Ｆ

ＶＡＮＳＡＮ茨木店 大阪府茨木市駅前 １丁目４－１４エステート茨木駅前１Ｆ

パソコントラブル１１９ ＪＲ店 大阪府茨木市駅前 １丁目８－１９

キングスロード 大阪府茨木市駅前 ２－１－２５

メナード 茨木駅北代行店 大阪府茨木市駅前 ２丁目１－２５茨木清水ハイツ３０３

椿之本陣 大阪府茨木市駅前 ３－２－４

クープ・シゾー美容室 大阪府茨木市駅前 二丁目１番２５号清水ハイツ２０３号

株式会社未来都 茨木営業所 大阪府茨木市駅前２－７－２６

オーミナミ 園田店 大阪府茨木市園田町 １－２

ＳＯＴＯＲＩＥ 大阪府茨木市園田町 ８－１９冨坂ビル１階

寺戸自動車 大阪府茨木市横江 １－１４－１８

明輝オート 大阪府茨木市横江 １－１５－８

ウエストアンドイースト 大阪府茨木市横江 １－２－１０

びっくりギターズ 大阪府茨木市横江 ２－２０－２５

ＰＲＯＶＩＤＥ 大阪府茨木市横江 ２－３－１７

マイスター引越センター 大阪府茨木市横江 ２－３－２３

買取りまっくす 茨木店 大阪府茨木市横江 ２丁目４－３３

Ｔ’ｓＡｕｔｏＦａｃｔｏｒｙ 大阪府茨木市花園 １－６７－１

オフィスボニータ 大阪府茨木市宮元町 １－１ハイムフロイデ２Ｆ

シカゴピザ 大阪府茨木市宮島 ２－２－１７

シマダ酒店 大阪府茨木市玉櫛 ２－１２－８

ｈａｉｒ ｒｏｏｍ ｎｉｃｏ 大阪府茨木市玉櫛 ２－２８－１４

創作和菓子ＳＥＮＳＥ 大阪府茨木市玉櫛 ２－２８－１４

Honda Dream 大阪茨木 大阪府茨木市郡４－１６－４１

りらくる 茨木店 大阪府茨木市郡５－２９－１６

焼肉・鶏料理 心亭 大阪府茨木市郡山 ２丁目２７番２３号

フルーツパーラー森田 大阪府茨木市元町 １－１７シェルエメール１階１号

ピュア 元町店 大阪府茨木市元町 １番２３号

マツモトミシン 大阪府茨木市元町 ２－１３

オプト井上 大阪府茨木市元町 ２－２２



店舗名 店舗住所

三楽 大阪府茨木市元町 ４－１３

フードネットマート茨木店 大阪府茨木市元町 ８－１

山崎屋 大阪府茨木市元町 ８－１７

かくれがカフェ木の香 大阪府茨木市元町６－３７

モードブルージュ 茨木店 大阪府茨木市元町７丁目５小田ビル１０１

株式会社桂オート 大阪府茨木市五日市 １－１－９

松美化建工業 大阪府茨木市高田町 ２５－１１

現金問屋 越後屋 大阪府茨木市高浜町 ３－５

てらお歯科クリニック 大阪府茨木市彩都あさぎ ２－１－９ ジオ彩都みなみ坂４－１１１

ＬＡＶＡＦＬＯＷ彩都店 大阪府茨木市彩都やまぶき ２－１－１０彩都類ビル２Ｆ

Ｔｅｒｒａｚｚａ Ｌｅｇａｒｅ 大阪府茨木市彩都やまぶき１－１－５

キャル 三島丘店 大阪府茨木市三島丘 １－１５－８

都屋クリーニング 関西スーパー三島丘店 大阪府茨木市三島丘１－１５－８

おそうじ本舗 南茨木駅前店 大阪府茨木市山手台 ６－１５－１６

グリーンホーム 大阪府茨木市山手台新町 １－１４－２０

縁やサイクル 大阪府茨木市寺田町 ７－１

ＳｅｌｅｃｔＳｈｏｐＧｒａｃｅ 大阪府茨木市寺田町 ９－２６グレースビル３Ｆ

大福堂鍼灸整骨院 大阪府茨木市耳原 １－１７－２２プランドール耳原１－Ｃ

ＣＹＣＬＥ ＳＨＯＰ 土井商会 大阪府茨木市耳原 二ー八ー二十五

ＮＯＪ茨木店 大阪府茨木市若園町 ５－１５

ＣＡＦＥ Ｃｏ－ｍａｃｈｉ 大阪府茨木市舟木町 １－１０

河寿司 大阪府茨木市舟木町 １３－１

メナード茨木舟木南 大阪府茨木市舟木町 １５－１３・プランドール茨木３０５号

オプトアイランド 大阪府茨木市舟木町 １－７－１０１

アイラッシュパッション茨木 大阪府茨木市舟木町 １８－１ザエルビアータ２Ｆ

茨木中央整体院 大阪府茨木市舟木町 ３－１２福寿ビル３Ｆ

ＳＥＩＹＯＳＨＡ茨木市駅南店 大阪府茨木市舟木町 ５－９

リンク・カー・サービス 大阪府茨木市宿久庄 ５丁目３２－１２

ひかり交通 大阪府茨木市宿久庄３－２３－５

焼肉酒場 闘牛屋 大阪府茨木市春日 １－１６－１１

イタリア料理 Ｃａｌｍａ 大阪府茨木市春日 １－１６－７－１０４

スナック千扇 大阪府茨木市春日 １丁目１－２プレステルビル４Ａ

海鮮丼鈴華 大阪府茨木市春日 １丁目９ー２

浜焼き まるっぽ 大阪府茨木市春日 ２－２－１Ｍ・Ｋビル１Ｆ

豆問屋珈琲 大阪府茨木市春日 ２－２－４

炭火焼肉ホルモン徳臓 大阪府茨木市春日 ２－３－７グリーンシャトー苗代１Ｆ

アイティーク 大阪府茨木市小柳町 １０－２０

ジャンクヤード 大阪府茨木市小柳町 １４番１０号

シカゴデリータ南茨木店 大阪府茨木市小柳町 １５－２・グローバル小柳１Ｆ

鮨 龍平 大阪府茨木市松ケ本町 ３－１６バーデンズクラブビル１０２

楽天モバイル ＡＭ茨木店 大阪府茨木市松ケ本町 ８－３０・イオンモール茨木３Ｆ・３８区画

四六時中茨木店 大阪府茨木市松ケ本町 ８－３０－３イオンモール茨木４階

ＲＯＡＭ茨木店１２０３ 大阪府茨木市松ケ本町 ８－３０イオンモール茨木２Ｆ

さんさく 大阪府茨木市松ケ本町６－２６

＃じぶん色マスク イオンモール茨木店 大阪府茨木市松ケ本町８－３０ イオンモール茨木 １Ｆ

クリーニングルビー イオンモール茨木店 大阪府茨木市松ケ本町８－３０－４

おそうじ本舗 茨木総持寺店 大阪府茨木市上郡 ２－１－３４

花十色 茨木店 大阪府茨木市上郡 ２丁目１２－８アル・プラザ茨木２階

クリーニングルビー アルプラザ茨木店 大阪府茨木市上郡２－１２－８

メナード上中条 大阪府茨木市上中条 ２－１－１７第９薩摩マンション２０１号

ＳＢＳゆにたす 大阪府茨木市上穂積 ２－１１－２６

メナード上穂積２丁目店 大阪府茨木市上穂積 ２―１４―２５ファミネス澤田１０２号

家族亭 茨木店 大阪府茨木市上穂積１－３－６１ 

ティスオートサービス 大阪府茨木市上穂東町 ４－１４

ふたば書房 茨木店 大阪府茨木市城の前町 ２－１イオンタウン茨木太田２Ｆ

スマホスピタルイオンタウン茨木 大阪府茨木市城の前町 ２－１イオンタウン茨木太田２階

クリーニングルビー イオンタウン茨木太田店 大阪府茨木市城の前町２－１



店舗名 店舗住所

ひごペットフレンドリー イオンタウン茨木太田店 大阪府茨木市城の前町２－１イオンタウン茨木太田２Ｆ

日新堂薬局 茨木別院町南店 大阪府茨木市新庄町 ２丁目１８

モトショップｎｏｒｔｈｗｉｎ 大阪府茨木市新中条町 １０－１４－１０１

おしゃれ洗濯じゃぶじゃぶ 新中条店 大阪府茨木市新中条町１０－１４

八紘寿司 大阪府茨木市真砂 １－１－３５

オーミナミ 真砂店 大阪府茨木市真砂 １－９－１１

ＹＡＭＡＴＯ 大阪府茨木市真砂 １丁目１２－１９ハイツ弘栄１階

おそうじ本舗茨木市駅前店 大阪府茨木市水尾 １－１７－３

株式会社カメラのサイジョー 大阪府茨木市西駅前町 １０ー１

焼肉やっちゃん 大阪府茨木市西駅前町 １０－１０茨木グランドハイツ１０２

オリスマＪＲ茨木店 大阪府茨木市西駅前町 １３－１９

おそうじ革命 茨木駅前店 大阪府茨木市西駅前町 １４番１９号

魚ぜん 大阪府茨木市西駅前町 ４－１０１茨木ショップタウン１階

スター漢方 茨木本店 大阪府茨木市西駅前町 ４－２０４－２Ｆ

茨木グリル 大阪府茨木市西駅前町 ４茨木ショップタウンＢ１－２－３

ＲＩＶ靴店 大阪府茨木市西駅前町 ４番１０６号

居酒屋千 大阪府茨木市西駅前町 ４番地茨木駅前ビルＢ１１７

炭火焼ビストロ御阿蔵 大阪府茨木市西駅前町 ６－３６ラビアンヌエスポワ－ルＢ１－３号

ＨＡＩＲＦＡＣＴＯＲＹｄｕｂ 大阪府茨木市西駅前町 ７－３０エムパティオ２－Ａ

メナード 茨木西駅前町店 大阪府茨木市西駅前町 ８－７華岡マンション３０２

真珠に竹馬 大阪府茨木市西駅前町１０－１０３

MODE K's improve店 大阪府茨木市西駅前町９－２９ ウェーブ１ビル１Ｆ

肉 ＢＥＮＴＯ 朱珠 大阪府茨木市西河原 ２－１０－２０平成ビル１Ｆ

ｕｚｕｍｅ 大阪府茨木市西河原 ２－６－２６

郷土料理 九州 大阪府茨木市西中条町 １－１

肉バル ガブット 茨木店 大阪府茨木市西中条町 １－１ハタセＶｉビル１Ｆ

ＬＩＮＥ ＡＵＴＯ 大阪府茨木市西福井２－１５－２

吉見オート 大阪府茨木市西豊川町 １８－１８

ツーエフオート 大阪府茨木市銭原 ７７４

ステップ茨木店 大阪府茨木市双葉町 ２－１６・

Ｌｏｕｎｇｅ ｎａｏ 大阪府茨木市双葉町 ２－７アフター５ビル２Ｆ

Ｃｒｅａｍ 大阪府茨木市双葉町 ２－７アフターファイブビル４Ｂ

Ｆ－Ｈ－Ｅ ＪＡＰＡＮ 大阪府茨木市双葉町 ３－２４オーキッドビル２０４号室

インテリア装栄 大阪府茨木市双葉町 ６－５

ラージ・パトゥ 大阪府茨木市双葉町 ７－１－６０２

ここやねん阪急茨木駅前店 大阪府茨木市双葉町 ７－８クロタニビル１Ｆ

ｃｌｕｂ Ｇｕｕｓａｎｓ 大阪府茨木市双葉町 ８－１０レ・アル北上４Ｆ

お好み焼はここやねん 阪急茨木駅前店 大阪府茨木市双葉町７－８ クロタニビル１Ｆ

住まいるでんき館きょうしん 大阪府茨木市総持寺 ２－１１－１

Ｌｉｎｏ Ｌｅａ 大阪府茨木市総持寺駅前町 １１－１７リーフジャルダン１階

ごっつおさん 大阪府茨木市総持寺駅前町 ５－２９

北摂末廣庵 大阪府茨木市総持寺駅前町１－３６

プリムラオート 大阪府茨木市蔵垣内 ２丁目１５番３号

ワンクスクリエイション 大阪府茨木市大手町 １１－９

リボーンスミス 大阪府茨木市大手町 １－２オクムラマンション１階

スズキ写真館 大阪府茨木市大手町 １２番３２号

カンプリ茨木店 大阪府茨木市大手町 ８－１３日本医科薬品ビル１Ｆ

アスカショップ 大阪府茨木市大手町 ８－１９・前田ビル３Ｆ

馬焼肉専門店 馬人 大阪府茨木市大手町１－４ユーエスハイツ１Ｆ

ジェイバイク 大阪府茨木市大住町 １０－１７

ｔｏ－ｔａｌｉｔｅ 大阪府茨木市沢良宜西 １－４－１エミネンス南茨木１Ｆ

ｌｉｋｅ Ｃｈａｉｒ 大阪府茨木市沢良宜西 １－８－３パピヨンさわらぎ１Ｆ

シュー・プラザ 茨木店 大阪府茨木市沢良宜西１丁目２２番１３号 

ＩＲＡＣ・ＧＯＬＦ 大阪府茨木市沢良宜浜 ２－８－１０

Ｌｏｃｏ Ｌｏｃｏ 大阪府茨木市沢良宜浜 ３丁目７－３・Ｄｏ！Ｆａｍｉｌｙ１０１

スマホ修理屋．ｃｏｍ西中島南方 大阪府茨木市竹橋町 １２－１２－２５

雁飯店 大阪府茨木市竹橋町 ２－５



店舗名 店舗住所

夢一喜 大阪府茨木市竹橋町 ８－２ホーキビル３Ｆ

茨木社中（ニシデン） 大阪府茨木市中河原町 １４－２２

茨木高槻交通 大阪府茨木市中河原町 ４番１号

アニーオート 大阪府茨木市中河原町 ８－９

茨木高槻交通株式会社 大阪府茨木市中河原町４－１

長谷川広文館 大阪府茨木市中総持寺町 ４－９

和牛・鉄板焼 喜泉 大阪府茨木市中総持寺町 ６－２０

アマービレ楽器 大阪府茨木市中総持寺町 ６－３１アビタ細川１階

ＨａｉｒＳｔｏｒｙ Ｎｏｖｉａ 大阪府茨木市中津町 １６－２２・掛谷第３ビル２Ｆ

かがやき骨盤整体院 阪急茨木市 大阪府茨木市中津町 １６－２５サンピラー茨木１０２

ｍｏｍｏ 茨木店 大阪府茨木市中津町 １６－２９－２０１

美・Ｄｉｖａ 大阪府茨木市中津町 １６－３辰巳ビル２階

オーミナミ 園田別館 大阪府茨木市中津町 １７－２７

Ｃｏｌｏｒ’ｓ茨木店 大阪府茨木市中津町 １７－２９臼田ビル１Ｆ

ｌｅ ｐｌｕｓ Ｃｈｅｒｉ 大阪府茨木市中津町 １７－３０ウエスト中津１０２

カフェ・ド・ペラゴロ新茨木 大阪府茨木市中津町 １８－１イオンスタイル新茨木店２階

いばらき茶屋新茨木 大阪府茨木市中津町 １８－１イオンスタイル新茨木店３階

ＬＯＤＧＥ ＨＡＩＲＷＯＲＫＳ 大阪府茨木市中津町 ２－１６コーポナカツ１Ｆ

Ｄ－ｓｅｔ ｈａｉｒ 大阪府茨木市中津町 ６－２６ダイドーシティ茨木１０２号室

ＨａｌｅＬｕａｎａ 大阪府茨木市中津町１－２ギルド茨木１Ｆ

うまうま 大阪府茨木市中津町１－２ギルド茨木１Ｆ

クリーニングルビー イオン新茨木店 大阪府茨木市中津町１８－１

ＧｌａｓｓＣｒａｆｔ六根 大阪府茨木市中穂積 １－３－５０

大阪ガスＳＣ株式会社ハウゼック 大阪府茨木市中穂積 １丁目１番５４号

なかクリニック 大阪府茨木市中穂積 １丁目２番５０号

ＫＥｉＲＯＷ 茨木ステーション 大阪府茨木市天王 ２ー７ー１７ー２０５

ペイント工房ルピナス 大阪府茨木市天王 ２－６駅前ハイタウンＨ棟９０１

Ｇａｒｄｅｎ 大阪府茨木市天王 ２－８－２１・天王ビル１階

ｈａｎａ ｎａｉｌ 大阪府茨木市天王 ２－８－２１天王ビル６階６０５

ファインＫオート 大阪府茨木市島 ３－５－１８

ジャパンエンジニアリング 大阪府茨木市島 ３丁目３番１６号

ＦＵＬＬ－ＴＥＣＨ 大阪府茨木市島 ４－２３－２２

アミューズ 大阪府茨木市島 ４－２３－２２

Ｍｉｇｎｏｎ＋ 大阪府茨木市東奈良 ３－１４－２８ネオパレス浅川２号館１１０号室

フレグランスローズ 大阪府茨木市東奈良 ３－１６－３６

スラッシュモーターサイクルス 大阪府茨木市東野々宮町 １２－５

アースクリーンサービス 大阪府茨木市藤の里 １－８－６１７

Ｎａｔｕｒａｌ ＷＡＶＥ 大阪府茨木市南安威 ３丁目８－１１

ＭＩＮＫＬ 大阪府茨木市南春日丘 ３－２－４８

鍵屋あかつき 大阪府茨木市南春日丘 ６－６－１４

はやしサイクル 大阪府茨木市白川 ３－１－４

ガレージアストレア 大阪府茨木市畑田町 １１－４４

アウトバーン 大阪府茨木市美沢町 １６－４９

マキシマ鍼灸整骨院 大阪府茨木市平田１－６－３３

モゾカヘアデザイン 大阪府茨木市並木町 ２－３４プラッツ１０１

成田家 大阪府茨木市別院町 ３－１９

雷蔵 大阪府茨木市別院町 ３－４

稚乃針灸整骨院 大阪府茨木市別院町 ４－１７ 稚乃針灸整骨院

グランパドドゥ 大阪府茨木市別院町 ４－２０小島ビル４Ｆ

オリエンタルサロン ガナ 大阪府茨木市別院町 ５－１２－３０１

ｏｓｔｅｒｉａｊａｎｂａｌｌ 大阪府茨木市別院町 ６－２７

じょーの炭家 大阪府茨木市別院町 ６－２７

Ａｍｅｌｉａ 大阪府茨木市別院町 ６－４４アドーンビル２Ｆ

ジャマン 大阪府茨木市別院町 ６－４５オダビル１Ｆ

Ａ－Ｓｔｙｌｅ 大阪府茨木市別院町 ７－３４ＪＯＹＣＥＩｂａｒａｋｉ１Ｆ

Ｓｕｎ Ｃｌｉｍｂ 大阪府茨木市別院町 ７－３４ジョイス茨木３Ｆ３０４

六車 茨木営業所 大阪府茨木市豊川 ２－１－２７



店舗名 店舗住所

アトリエ信 大阪府茨木市豊川 ２－１７－１４

吉仲自動車 大阪府茨木市豊川 ３丁目６ー１５

整体リンパ ＡＭＯＵＲ 大阪府茨木市本町 ６－１－１Ｆ－東３号

ＢＡＮＤＥ 大阪府茨木市本町 ６－１本町ハイツ東１号室

ＫＵＲＡＳＨＩ ｃｙｃｌｅ 大阪府茨木市末広町 ２－１４ユートピア末広１０５号

ＣＬＵＢ ＡＱＵＡＤＯＬＬ 大阪府茨木市末広町 ２‐２７吉張ビル１Ｆ

クラブリミックス茨木店 大阪府茨木市末広町 ２‐２７吉張ビル２Ｆ

クラブヴェルヴェット茨木店 大阪府茨木市末広町 ２－２７吉張ビル３Ｆ

海鮮鳥料理ここから 大阪府茨木市末広町 ３ー３３スエヒロマンション１０２

割烹 花水木 大阪府茨木市末広町 ５番５号

アーリィワークス 大阪府茨木市野々宮 ２－７－３


