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大阪狭山市のお店を応援！最大20％が戻ってくる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 

ａｃｅｒｂｏ 大阪府大阪狭山市茱萸木６－８０８エムケイハイツ１０１号 

ａｍｅｎｏ 大阪府大阪狭山市東池尻１－２１４７－１－１－３０８ 

Ａｐａ Ｋａｂａｒ 大阪府大阪狭山市茱萸木６丁目７８１番地の４エレガンスくみの木 

ＡＶＡＮＣＥ． 狭山店 大阪府大阪狭山市大野台１丁目１－３ 

ｃｈａ ｃｈａ Ｂｌａｎｃ 大阪府大阪狭山市半田６丁１１７９ 

ｃｏｃｏあんしゃんて 大阪府大阪狭山市西山台３丁目２－６ 

ＣＯＲＲＥＣＴ 大阪府大阪狭山市東野中２丁目３７－１ 

ＣＯＴＴＹ 大阪府大阪狭山市大野台３－１９－８ 

ＥＬＹＳＩＯＮ 大阪府大阪狭山市西山台２ー１３ー１７コーポ西山台１階 

Ｅｐｏｃａ 大阪府大阪狭山市半田１－６４９ 

Ｆａｌｃｏｎ Ａｕｔｏ 大阪府大阪狭山市東池尻３－８８１－４ 

Ｇ－ＭＡＣＳ 大阪府大阪狭山市茱萸木１－１４３８－６ 

Ｈ．Ｍ．Ｔｒａｄｉｎｇ 大阪府大阪狭山市西山台２－２１－１２ 

Ｈａｉｒ’ｓ・ＢＡＲ・ＢＩＮ 大阪府大阪狭山市半田１－６２０－４岡本ビル２Ｆ 

ＨｏｎｄａＣａｒｓ大阪 狭山西店 大阪府大阪狭山市今熊 1-528 

ＨｏｎｄａＣａｒｓ南河内亀の甲店 大阪府大阪狭山市茱萸木 3-135-1 

ＨｏｎｄａＣａｒｓ南海 大阪狭山店 大阪府大阪狭山市東ぐみの木 4-1170-1 

ＫＡＳＨＩＦ 大阪府大阪狭山市大野台６－１－１２ 

Ｌａ Ｖｉｅ 大阪府大阪狭山市茱萸木６－１９２１－１ 

Ｌｉｎｅａ． 大阪府大阪狭山市茱萸木７－１３４７－２ 

ＭＥＬＯＤＹ 大阪府大阪狭山市大野台２－１３－５ 

ＭＩＣＡＬＡ 大阪府大阪狭山市茱萸木４－４９０－３ 

ｍｉｎｅ 大阪府大阪狭山市池尻中１－２－１４グレイシア松本ビルディング１階４号室 

ＭＯＣＡレンタル 大阪府大阪狭山市半田１丁目３５－１ 

ＮＯＢ ＣＡＦＥ 大阪府大阪狭山市大野台２丁目１３－３ 

Ｏｒｇｏ 大阪府大阪狭山市西山台３－５－１４ 

ＰＮＦバランススタジオ 大阪府大阪狭山市大野台２丁目１９－５ 

ｐｕｋｋａｈａｉｒ 大阪府大阪狭山市狭山５－２２５２－３・岡田ビル１号室 

ｒｉｆｆｄｅｓｉｇｎｌａｂｏ 大阪府大阪狭山市茱萸木１－１４３８－６ 

Ｒｉｖｉｅｒｅ 大阪府大阪狭山市狭山３丁目２４３６−９カーザ浜村１０１ 

ＳｅｂａＳｎａｔｃｈ 大阪府大阪狭山市東野中２−１４９６−４ 

ＳＫＹオート 大阪府大阪狭山市池之原四丁目８３１番地の１ 
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店舗名 店舗住所 

ｓｏｕｌｐｌｕｓ 大阪府大阪狭山市半田１－６７１－１ 

ＵＣＣブルーマウンテン 大阪府大阪狭山市半田１丁目３５－１ 

イエローハット さやま亀の甲店 大阪府大阪狭山市池之原３－１０２９－１ 

イルカ薬局 狭山店 大阪府大阪狭山市西山台三丁目十五番地九号 

ウエルシア 狭山茱萸木店 大阪府大阪狭山市茱萸木４－４４８－２ 

ウエルシア 大阪狭山池之原店 大阪府大阪狭山市池之原２丁目１１９２番地 

うをしげ 大阪府大阪狭山市半田３－１７４４－１１ 

エステティックサロンｍｉｌｋ 大阪府大阪狭山市狭山１丁目７８７ヴィーブル２－４Ａ 

オークワ 狭山店 大阪府大阪狭山市茱萸木 3 丁目 153-1 

おそうじ本舗 堺浜寺店 大阪府大阪狭山市池尻中２－９４６－１１ 

お口の専門店 大阪府大阪狭山市半田２－３１４－１ 

カーショップ ティスメイカー 大阪府大阪狭山市茱萸木４－２３７－１ 

カーショップ メカドック 大阪府大阪狭山市山本中３６４－１ 

カーフィックス 大阪府大阪狭山市山本北１４２３－４ 

カバン屋ｃｈａｏｔｉｃｂｌｕｅ 大阪府大阪狭山市狭山２－９４２－１２ 

カフェブルーマウンテン金剛駅前 大阪府大阪狭山市半田１丁目６２２番１号 

カラオケ館 大阪狭山店 大阪府大阪狭山市茱萸木 3-100-1 

キタバ薬局 西山台店 大阪府大阪狭山市西山台３－５－１６ 

キタバ薬局くみの木店 大阪府大阪狭山市茱萸木４－３７２－１０ 

キタバ薬局金剛西口店 大阪府大阪狭山市半田１丁目６２２ 

ギャラリー美游館 大阪府大阪狭山市西山台６丁目１－１６ 

キャンドゥ 池之原 大阪府大阪狭山市池之原３丁目１０５２－１ 

きゃんナナ 大阪府大阪狭山市東池尻２丁目１２０７－２ 

きよみ整骨院 大阪府大阪狭山市大野台２－１９－１ 

グッポコンディショニングルーム 大阪府大阪狭山市金剛１－３－５宮崎ビル３階 

ゲオ大阪狭山店 大阪府大阪狭山市池之原 2 丁目 1080 番地 1 

けせらせら 大阪府大阪狭山市大野台２－１１－１ 

ケンタッキーフライドチキン 狭山亀の甲店 大阪府大阪狭山市茱萸木３−９７−２ 

ごはんｃａｆｅｇｉｒａｓｏｌｅ 大阪府大阪狭山市茱萸木３－１６０ 

サイクルベースあさひ 大阪狭山店 大阪府大阪狭山市池之原 2-1103-1 

さやまシティ薬局 大阪府大阪狭山市狭山１丁目２３５０サンライトビル１階 

サロン ド デコ 大阪府大阪狭山市大野台７－１－３サロンドデコ 

サンドラッグ 半田店 大阪府大阪狭山市半田１－２１７－１ 

しゃぶ葉 大阪狭山店 大阪府大阪狭山市茱萸木１丁目９６－１ 

ジョーシン 狭山店 大阪府大阪狭山市池之原３丁目１０５２－１ 

しんあい 大阪府大阪狭山市西山台３－２－４ 

スシロー 狭山店 大阪府大阪狭山市半田 5-1229-1 

スティル 大阪府大阪狭山市半田２－２２４－６１ 

セカンドストリート狭山店 大阪府大阪狭山市池之原 2 丁目 1080 番地 1 

セブン-イレブン 大阪狭山市駅前 大阪府大阪狭山市狭山１丁目２３５５番８ 
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店舗名 店舗住所 

セブン-イレブン 大阪狭山草沢 大阪府大阪狭山市茱萸木７丁目２１０５番１ 

セブン-イレブン 大阪狭山東野中 大阪府大阪狭山市東野中２－９７９－２ 

ソワンローズ 大阪府大阪狭山市金剛２－１３－３９ 

ダイス 大阪府大阪狭山市岩室２丁目２３３－１キューデンス２１Ｂ棟－１Ｆ 

チヨダ イオン金剛店 大阪府大阪狭山市半田１－３５－１イオン金剛店２Ｆ 

つりどうぐ一休 狭山店 大阪府大阪狭山市茱萸木３－１３８１ 

デイリーヤマザキ 狭山池尻中 大阪府大阪狭山市池尻中２－１２－１２ 

テッパンキッチン るぱん 大阪府大阪狭山市茱萸木６丁目９５０－１ 

トータルサロンフォレスト 大阪府大阪狭山市東野西３－７８６－６ 

トータルリペアＨｉ－Ｃａ－Ｒｅ 大阪府大阪狭山市東野中３－１１２６ 

ドラッグセイムス大阪狭山店 大阪府大阪狭山市狭山 5-2247-3 パークヒルズオーカ 1 階 

とりぞう狭山店 大阪府大阪狭山市茱萸木５－５０５－１ 

にじゅうまる 大阪府大阪狭山市狭山１－７９１－１モリイビル１０２ 

ネイルサロンスクールＳｈｉｎｅ 大阪府大阪狭山市狭山５－７８３第二松本ビル２Ｆ 

ノムラクリーニング 金剛駅店 大阪府大阪狭山市金剛１－１－１（南海金剛駅構内） 

バイシクルランド サカタニ 大阪府大阪狭山市茱萸木６－２３９－２ 

ハニーズ イオン金剛店 大阪府大阪狭山市半田 1 丁目 35-1 ｲｵﾝ金剛店 2F 

ファミリーマート 狭山今熊 大阪府大阪狭山市今熊１－５９－１ 

ファミリーマート 狭山山本東 大阪府大阪狭山市山本東７９５番地の６ 

ファミリーマート 狭山市役所前 大阪府大阪狭山市狭山１丁目８９６－１ 

ファミリーマート 近畿大学病院 大阪府大阪狭山市大野東３７７－２ 

ファミリーマート 大阪狭山東野中 大阪府大阪狭山市東野中４丁目６５６－１ 

ファミリーマート 大阪狭山半田 大阪府大阪狭山市半田３丁目１６１５ 

ファミリーマート 大阪金剛駅前 大阪府大阪狭山市半田一丁目５９５－４ 

ファミリーマート 東ぐみの木 大阪府大阪狭山市東茱萸木２丁目８９７－２ 

ファミリーマート 東くみの木一丁目 大阪府大阪狭山市東茱萸木一丁目５１５－１ 

プチレストラントルテュ 大阪府大阪狭山市大野台１－２５－１６ 

ブティック エクリュー 大阪府大阪狭山市半田１－３－３ 

フラワーハウスさかの 大阪府大阪狭山市狭山５－２２４７－３ 

ヘアーサロンアリス 大阪府大阪狭山市池尻中２－８１２ 

ホームセンターコーナン 狭山店 大阪府大阪狭山市東くみの木 1 丁目 775-1 

ほっかほっか亭 西山台店 大阪府大阪狭山市西山台６－１－８ 

まいどおおきに食堂 狭山池之原食堂 大阪府大阪狭山市池之原２－１１０５－４ 

マツゲン 大阪狭山店 大阪府大阪狭山市大野台２－１－５８ 

ミニストップ 大阪狭山東野店 大阪府大阪狭山市東野西 3 丁目 700 番 1 

ミニョン金剛店 大阪府大阪狭山市半田１－６２２－１ウエスティ金剛３Ｆ 

メディカル ボディ ケア 大阪府大阪狭山市大野台６丁目１－１１ 

モンド・エメラルド 大阪府大阪狭山市東茱萸木１丁目５９１－１ 

ヤマト運輸 大阪狭山センター 大阪府大阪狭山市東野中４－６１９－１ 

ヤマト運輸 大阪狭山営業所 大阪府大阪狭山市東野中４－６１９－１ 
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店舗名 店舗住所 

よしかわ整骨院 大阪府大阪狭山市狭山１－２３５１－１ 

ライフクリーナー 池尻店 大阪府大阪狭山市東池尻４－１３３６－５ 

ライフロード株式会社 大阪府大阪狭山市池之原３－５５６－１ 

ラフ 大阪府大阪狭山市大野台２－１３－１ 

リトルバンブー 大阪府大阪狭山市大野台１－１－３ 

リペアショップぷらす工房 大阪府大阪狭山市大野台２丁目１３－４ 

りらくる 狭山くみの木店 大阪府大阪狭山市茱萸木 4-448-2 

レイアップ 大阪府大阪狭山市狭山２－９１２－４井上ビル２０１号 

レストランアプリコット 大阪府大阪狭山市大野東３７７－２ 

ローソン 西山台 大阪府大阪狭山市西山台３-２-１４ 

ローソン 大阪狭山大野台四丁目 大阪府大阪狭山市大野台４-２-６ 

ローソン 大阪狭山池尻中二丁目 大阪府大阪狭山市池尻中２-１２-１２ 

ローソン 大阪狭山東茱萸木一丁目 大阪府大阪狭山市東茱萸木１-７７１-１ 

阿波水産 大阪狭山店 大阪府大阪狭山市茱萸木１－９６－１ 

医療法人 福歯会 こうち歯科 大阪府大阪狭山市金剛１丁目９－４ 

懐石料理加賀 大阪府大阪狭山市池尻中１－２９－２８ 

株式会社 クラフトスクエア 大阪府大阪狭山市東野中２－３８－１ 

株式会社 山田鈑金 大阪府大阪狭山市東野西４－７５２－１ 

株式会社Ｅｙｅｓ 大阪府大阪狭山市東野西４丁目６６１－２ 

株式会社尾崎電機ハーティ店 大阪府大阪狭山市大野台２－１－５８地下１階 

憩いのパソコン教室すまいる 大阪府大阪狭山市西山台三丁目１５－９ 

幸せの黄金鯛焼き 大阪府大阪狭山市狭山３丁目２４３６－９ 

三国スポーツ 大阪府大阪狭山市金剛２－１３－２９ 

山中自動車整備 大阪府大阪狭山市池尻中２丁目１１－１６ 

赤帽平田運送店 大阪府大阪狭山市池尻中３－１０－８ 

太田鍼灸整骨院 大阪府大阪狭山市大野台２－１３－２ 

大いちょう 狭山本店 大阪府大阪狭山市大野台１－２３－１２ 

大阪ガスＳＣ 株式会社サンク 大阪府大阪狭山市山本北１４２３－６ 

大阪馬肉屋 狭山くみの木店 大阪府大阪狭山市東茱萸木４－２１１４－１ 

炭火焼肉 やまごろ 大阪府大阪狭山市今熊６－３９７－１ 

中嶋工務店 大阪府大阪狭山市大野台６－１－５ 

痛み専門 柏木施術院 大阪府大阪狭山市大野台７－１８－３ 

鉄板焼狭笑家もろこ 大阪府大阪狭山市半田６－１１２９－３・１Ｆ 

鍋物酒場いっぷく 大阪府大阪狭山市池之原４－８７２－３ 

肉処さだ源 大阪府大阪狭山市半田２－２５１－１ 

日産販売大阪 狭山店 大阪府大阪狭山市ぐみの木 7-2094 

日産販売大阪 狭山北店 大阪府大阪狭山市ぐみの木 2-450-1 

布土木 大阪府大阪狭山市西山台１丁目３－７ 

有限会社アゲイン 大阪府大阪狭山市東野中３－３２４－３ 

有限会社ヒラマツ自動車 大阪府大阪狭山市西山台１－１－１ 
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店舗名 店舗住所 

洋服の青山 大阪狭山店 大阪府大阪狭山市半田五丁目 2638 番地の 1 

立石自転車商会 大阪府大阪狭山市狭山５－７８４－１ 

良品買館狭山亀甲店 大阪府大阪狭山市池之原 3-1053-2 

林自動車 大阪府大阪狭山市池之原３丁目１０６５番地 

和光印刷 大阪府大阪狭山市狭山４－２４３５－１ 

和食さと 狭山店 大阪府大阪狭山市茱萸木 4-484-1 

鮨処 一心 大阪府大阪狭山市狭山５－２２５８－５遊園駅前ビル１階 

サンプラザ 狭山店 大阪府大阪狭山市狭山５－２３４２－１ 

サンプラザ 金剛店 大阪府大阪狭山市半田１－２５２－３ 

 


