「やおプレミアムお買いものキャンペーン」対象店舗一覧（11月11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
サンプラザ

八尾沼店

店舗住所
大阪府八尾市沼４－１５５

串料理りき

大阪府八尾市 安中町１－７－８

エステティックサロン カレン

大阪府八尾市 安中町３－５－１４ＪＲ八尾クリニックビル１Ｆ

小西屋クリーニング

大阪府八尾市 恩智中町１ー１９７

ヘアーサロン ボンフィン

大阪府八尾市 佐堂町３－１－１０

ｒｉｒｅ

大阪府八尾市 佐堂町３丁目１－６８

彩

大阪府八尾市 桜ケ丘４－３８

ハシヤマデンキ

大阪府八尾市 山本高安町２－１２－５

ｈａｉｒ ｍａｋｅ ｍｏｎｋ

大阪府八尾市 山本町１－３－１３

カイロサロンはまむら

大阪府八尾市 山本町南４－１２ー１８

ｃａｒｈｏｕｓｅ ＬＯＧ－ＩＮ

大阪府八尾市 沼２－１１

ｓｅｌｅｃｔ ｓａｎｋａｋｕ

大阪府八尾市 植松町５丁目５番１５号

Ｕｐ Ｓｔａｒｔ

大阪府八尾市 西高安町４－２－１

ｒｉｒｅ

ｌｅ

ｃｉｅｌ

大阪府八尾市 跡部北の町２丁目１－３２

大畑自動車美装

大阪府八尾市 千塚２－１５６

株式会社 つじい

大阪府八尾市 太田８－６４

スマイル 車検八尾南店 クラス

大阪府八尾市 太田三丁目１９４－５

有限会社 富永自動車

大阪府八尾市 太田新町８－１７８

ガラスパートナー ガラパゴス

大阪府八尾市 竹渕１－１８７－２

エルブランシュ

大阪府八尾市 中田２－３８－６

エステティックアンジェリカ

大阪府八尾市 堤町１－４８－１

竹寿司

大阪府八尾市 南小阪合町３－４－１

フクマンジモーターサイクル

大阪府八尾市 福万寺町６－５２－１・フクマンジモーターサイクル

マルシャン

大阪府八尾市 北本町２－１２－３５

酒惣菜 味楽

大阪府八尾市 北本町２丁目４－６

株式会社タケヒロヤ

大阪府八尾市 本町５－５－２５

タイタンネット

大阪府八尾市 木の本２－１３７－１

キシダ理髪館

大阪府八尾市安中町 ２－５－３

ボンボヤージュ

大阪府八尾市安中町 ３－３－１

リカーパラダイス しみず

大阪府八尾市安中町 ３－７－６

癒し処Ｐーすまいる

大阪府八尾市安中町 ３－７－６清水本店ビル２Ｆ

三井酒店

大阪府八尾市安中町 ４－７－１４

Ｌｉｓ ｃａｆｅ

大阪府八尾市安中町 ６－２－２０－１０３

アートファンタジースター

大阪府八尾市安中町 ８－１４－１５

ノムラクリーニング ＪＲ八尾駅前店

大阪府八尾市安中町１－７－９

三井酒店

大阪府八尾市安中町４－７－１４

龍華茶舗

大阪府八尾市永畑町 ２－１－１

弘鈴堂

大阪府八尾市恩智中町 １－１５１

ＳＷＥＥＴ・ＳＨＩＮＥ

大阪府八尾市恩智中町 １－８４－１０３

かぼちゃ薬店

大阪府八尾市恩智中町 ２丁目３５７

オートプラザ ニシミネ

大阪府八尾市恩智中町 ３－１５３

日本料理 鍋料理 おおはた

大阪府八尾市恩智北町 ３－５３

ワンコイン八尾

大阪府八尾市垣内 １－５４

ウダデンキ

大阪府八尾市垣内 ２丁目１８４

ペットランドピースワン八尾店

大阪府八尾市萱振町 ４－３５－５

アンルポ

大阪府八尾市萱振町 ５－１０８

かたあさ

大阪府八尾市久宝寺 ３丁目４－１３

中華料理

光容軒

大阪府八尾市久宝寺 ５－４－２９

アトリエウフ

大阪府八尾市久宝寺３－８－２５

西川商会

大阪府八尾市弓削町 ３－９２

カギの救急車近鉄八尾駅前店

大阪府八尾市光町 １－６４岡田ビル１階カギの救急車内

店舗名
Ｃｕｃｉｎａ

紬

店舗住所
大阪府八尾市光町 ２－１８０－１７ペントモール５番街Ｄ－１７

炉端焼き酒場一心

大阪府八尾市光町 ２－１８０－１ペントモール五番館

けとばし屋チャンピオン八尾店

大阪府八尾市光町 ２－１８０ペントモール八尾５番街１６号

博多もつ鍋まぁる。

大阪府八尾市光町 ２－２６－１

かもじや

大阪府八尾市光町 ２－６０

串のアイワ

大阪府八尾市光町 ２－６０リノアス８階

ＶａｎＣｏｕｎｃｉｌ八尾店

大阪府八尾市光町 ２－６０八尾西武４Ｆ

マネケン リノアス八尾店

大阪府八尾市光町２－６０リノアス１階

ダイコクドラッグ 近鉄八尾駅東店

大阪府八尾市光町２丁目６９−１

Ｓｈａｓｔａ８０

大阪府八尾市光南町 １－５－１２

居酒屋 だるま

大阪府八尾市幸町１－７５－３

タマヤ化粧品店

大阪府八尾市高安町南 １－３４

サイクルマン八尾高安店

大阪府八尾市高安町南 １－５３

ＬｙｄｉａＬｕｎｃｈ

大阪府八尾市高安町北 １－８４－１

寿司鶴山

大阪府八尾市高安町北 １－９－１１

りらくる 八尾高安店

大阪府八尾市高安町北７－１－１

焼肉らんど

大阪府八尾市高美町 １－３－１ピアパーク高美１階

ここやねん八尾高美店

大阪府八尾市高美町 ２－１７－１

すし久家

大阪府八尾市高美町 ４－１３－３

スーパードラッグシグマ八尾高美

大阪府八尾市高美町 ６－８－８

杉本自動車工業所

大阪府八尾市高美町 ６丁目４－２１

ノムラクリーニング 青山店

大阪府八尾市高美町１－３－４

お好み焼はここやねん 八尾高美店

大阪府八尾市高美町２丁目１７番１号

つるやゴルフ 八尾店

大阪府八尾市高美町４－３－１７

ノムラクリーニング 本店

大阪府八尾市高美町６－３－４

ＢＲＯＷＮ

大阪府八尾市桜ケ丘 １－９４コーエイパレスビル１階Ａ号

巡心堂漢方薬局

大阪府八尾市桜ケ丘 １丁目８８番地ベルドミール桜ケ丘１０２

ＩＮＯ

大阪府八尾市桜ケ丘 ２－６１－３

ｌａｔｉｅｆ

大阪府八尾市桜ケ丘 ３－１１９加島ビル２Ｆ

お掃除革命八尾桜ケ丘店

大阪府八尾市桜ケ丘 ３－１２

珈琲軽食Ｂｌａｎｋｅｔ

大阪府八尾市桜ケ丘 ３－１２２

ＨＡＰＰＹ ＮＡＩＬ

大阪府八尾市桜ケ丘 ３－４５リバティ桜ヶ丘２号館２Ｆ

ピザーラ八尾店

大阪府八尾市桜ヶ丘 ４－１１

ノムラクリーニング 桜ヶ丘店

大阪府八尾市桜ヶ丘３－１２２

ノムラクリーニング 山賀店

大阪府八尾市山賀町３－４０

淡路島バーガープラス八尾店

大阪府八尾市山城町 １－２－３

Ｓｔｅａｄｉａ

大阪府八尾市山本高安町 ２－１２－５ＳＯＨＯビル２Ｆ

理容ＣＯＴＹ

大阪府八尾市山本高安町 ２－１３－５

エルフィン カッシュ

大阪府八尾市山本町 １－３－１９エルフィンビル１Ｆ

カイト河内山本店

大阪府八尾市山本町 １－８－１７

ＯｎｅＰｅｒｓｏｎ

大阪府八尾市山本町 １－８－１７山本八幡宮駅前ビルｏｎｅｐｅｒｓｏｎ

ノムラクリーニング 山本店

大阪府八尾市山本町１－１２－６

Ｈａｉｒ＆ＭａｋｅＳｈａｌｏ

大阪府八尾市山本町１－６－２

ノムラクリーニング マルセン山本店

大阪府八尾市山本町１－９－１８

ちょっと酒肴でんで

大阪府八尾市山本町南 １－３－２０サンシャインビル山本１Ｆ

金沢屋河内山本店

大阪府八尾市山本町南 １－９－３４つばきビル山本南１０１号

ジュエリーキクヤ

大阪府八尾市山本町南 ４－１－９

ファミリーショップＫＵＲＵＭＡ

大阪府八尾市山本町南１－７－１４

カットハウス ステップ

大阪府八尾市山本町南３－２－３

ＹＯＵ

大阪府八尾市志紀町 １－１６４

ＡＮＤ

ＭＥ

ＴＵＫＴＵＫ八尾店

大阪府八尾市志紀町 １－９７

ｓａｌｏｎ ｄｅ Ｈ’ＡＩＲ’

大阪府八尾市志紀町 ２－１９５

カイロプラクティックＳＵＮＮＹ

大阪府八尾市志紀町 ３－１９－１松井志紀駅ビル２０２号

ノムラクリーニング 志紀店

大阪府八尾市志紀町１－１４２－２

１０ Ｏ’ＣＬＯＣＫ

大阪府八尾市志紀町南 １－５２

コンペイトウミュージアムやお

大阪府八尾市若林町 ２－８８

串かつまる

大阪府八尾市若林町 ３－４５

スーパードラッグシグマ山本店

大阪府八尾市小阪合町 ４－２－１３

ファミリコ薬店 八尾

大阪府八尾市沼 ４－１５３

店舗名

店舗住所

あずはーと

大阪府八尾市沼３－１２４

ユニアート眼鏡

大阪府八尾市上尾町 ２－２６－１４

カーライフサポート株式会社

大阪府八尾市上尾町 ３－５５

ゴルフ４５℃

大阪府八尾市上尾町 ６－１ロブゴルフプラザ内

ｍｅｅｔｓ

大阪府八尾市植松町 ５－６－１０橘第２ビル１０２

あげもんや

大阪府八尾市植松町 ５－７－２５

焼肉みき

大阪府八尾市植松町 ５－７－２５

スーパードラッグシグマ八尾店

大阪府八尾市清水町 ２－９

Ｓｍｉｌｅ Ｓｔａｔｉｏｎ

大阪府八尾市西山本町 １－１－１５

ＡｑｕａｒｉｕｍＴＡＬＬＭＡＮ

大阪府八尾市西山本町 ３－６－１０

酒菜や

大阪府八尾市西山本町 ３－６－１３

ｅｎｎ．．

大阪府八尾市跡部北の町 ２－４－３８－サンハイツ田中３０３

えみは頭痛整体院

大阪府八尾市跡部本町 １－１－３６シャルマンコ－ト６０５

滋賀米穀

大阪府八尾市跡部本町 ２－２－４６

サンプラザ

八尾跡部店

大阪府八尾市跡部本町４－４－２０

田中商会

大阪府八尾市相生町 ３－５－２２

ＢＡＲＢＥＲ ＩＺＵＭＩ

大阪府八尾市太田 ３－１９５

アクアティアラ

大阪府八尾市太田 ３丁目２２８番地

サイクルロード

大阪府八尾市太田 ５－１１８

肉のオグラ

大阪府八尾市太田新町 ８－６５

ケーアイスポーツ

大阪府八尾市中田 ２－１１０

ノムラクリーニング マルセン中田店

大阪府八尾市中田３－３５－２

ＫＩＳＳＡ ＺＥＲＯＩＣＨＩ

大阪府八尾市堤町 ２－１０－２０

ノムラクリーニング 堤店

大阪府八尾市堤町１－５２－３

ジャッキーサイクル

大阪府八尾市天王寺屋 ７－５

ｄｒｅｓｓ ｈｏｕｓｅ Ｋ

大阪府八尾市天王寺屋 ７－６０

シミズメガネ志紀

大阪府八尾市天王寺屋２丁目１８－２

ノムラクリーニング かご店

大阪府八尾市天王寺屋７－４４

ザ・バイク・八尾

大阪府八尾市田井中 １丁目２－３

シグマアクロスプラザ八尾

大阪府八尾市都塚 ４－４５－１

御菓子司 三日月

大阪府八尾市東久宝寺 ２－１－５

アイスタジオ ヴィサージ

大阪府八尾市東久宝寺 ２－４－１２クリーン東久

マエダデンキ

大阪府八尾市東弓削 ２－４０

バロンドール

大阪府八尾市東山本新町 ３－３－１９

パティスリーイグレックオガワ

大阪府八尾市東山本町 １－９－９

海鮮酒菜げんげ

大阪府八尾市東本町 ３－５－７ダイヤビル３Ｆ

焼肉あんど

大阪府八尾市東本町 ３－９－３６板倉ビル１０１

河内鴨×炭焼鶏 とりこ～虜～

大阪府八尾市東本町３－９－３６

ノムラクリーニング 東本町店

大阪府八尾市東本町５丁目１－３５ キリン堂東本町店内

三喜屋

大阪府八尾市南亀井町２－４－７

スーパードラッグシグマ南植松店

大阪府八尾市南植松町 ４－１－１

太子電機商会

大阪府八尾市南植松町 ５－１１２

大林酒店

大阪府八尾市南植松町 ５－１５７

りらくる 八尾太子堂店

大阪府八尾市南植松町５－３－２

ｈａｉｒ ｓｔｕｄｉｏ ｅＭ

大阪府八尾市南太子堂 ２－３－９

マルシン南太子堂店

大阪府八尾市南太子堂 ３丁目１－２８

工房イシイ

大阪府八尾市南本町 ３－２－３１

サイクルマン八尾南店

大阪府八尾市南木の本 ２－２１－４９

ひかり写真室

大阪府八尾市柏村町 ４丁目２９６番地２三和ビル

ワイズテック

大阪府八尾市八尾木 ２－１５１－６

Ｃａｆｅ Ｒｏｃｃａ

大阪府八尾市八尾木北 ３－２０－３

ウンコちゃんの家具屋さん

大阪府八尾市美園町 ４－８９－６

福樹園

大阪府八尾市福万寺町南 １－１６

ビーテック八尾工場

大阪府八尾市北久宝寺 ３－１－１５

ビジレン八尾営業所

大阪府八尾市北久宝寺 ３－１－１５

おでんと肴 清水

大阪府八尾市北本町 １－１－１１パールマンション１階２号

ＭＥＮＳ ＳＨＯＰ セダン

大阪府八尾市北本町 １－１－８

サカイ

大阪府八尾市北本町 １－２－１０ペントモール八尾２番街

エルフィン シーマ

大阪府八尾市北本町 １－２－２０・エルフィン・シーマ

店舗名

店舗住所

リンダリンダ

大阪府八尾市北本町 １－２ペントモール八尾２番街１号

いまる

大阪府八尾市北本町 １－３－３０ハーモニアス北本町１Ｆ

ムーラン洋菓子店

大阪府八尾市北本町 １丁目２番１５号

ニューリーボーン近鉄八尾本店

大阪府八尾市北本町 ２－１１－１３

ネイルサロンＰＵＲ

大阪府八尾市北本町 ２－１１－１６マイシンビル１Ｆ

ｂｒａｃｅ 八尾店

大阪府八尾市北本町 ２－１２－３２メゾンエスポワール１Ｆ

和食 優

大阪府八尾市北本町 ２－４－２４

Ｍｙ ｔｅａ

大阪府八尾市北本町 ２－４－６加藤ビル２Ｆ西側

エルフィン ライズ

大阪府八尾市北本町 ２－６－１１

香留壇

大阪府八尾市北本町 ２－９－１３

中村青果店

大阪府八尾市北本町 ２－９－１５

オコノミヤキベイベー

大阪府八尾市北本町 ２－９－１７長澤文化住宅１０５号

ＭＡｒｃ

大阪府八尾市北本町 ２丁目１５番３２号

魚輝すし 八尾店

大阪府八尾市北本町１－３－３１１Ｆ

おばんざい結

大阪府八尾市北本町２－１１－５

ブティックマルシャン

大阪府八尾市北本町２－１２－３５

くいもの屋わん

大阪府八尾市北本町2-15-1 アロー八尾駅前ビル2F

近鉄八尾店

ヘアーズノーティ

大阪府八尾市北本町２－３－９築山ビル１Ｆ

羽多野印章

大阪府八尾市本町 １－１－１１

ｈａｎａ－ｈａｎａ

大阪府八尾市本町 １－５－７

やきとり大吉八尾店

大阪府八尾市本町 １－６－２１

すし処 恵比寿

大阪府八尾市本町 ５－１－１ローレル八尾本町ビル１階

ｃｏｃｈｉ－ｃｏｃｈｉ

大阪府八尾市本町 ５－４－１４

サイクルショップもとき

大阪府八尾市本町 ５－６－９

カラマ干物店

大阪府八尾市本町 ５－８－１

ＫＡＬＡＭＡ

ＢＥＡＣＨ

大阪府八尾市本町 ５－８－１八尾ファミリ－ロ－ド商店街八尾常光寺参道

Ｓｈａｋｅｅ’ｓ Ｂａｒ

大阪府八尾市本町 ７－１１－４八尾本町ビル２－２０２号

りらくる 八尾店

大阪府八尾市本町１丁目４－５

ノムラクリーニング ロード店

大阪府八尾市本町５－５－１

ダイコクドラッグ 近鉄八尾駅前

大阪府八尾市本町７－１１－１０ 近鉄八尾駅前本町マンション１Ｆ

炉端さりけ

大阪府八尾市明美町１－４－２８

シンセリティホール

大阪府八尾市木の本 ２－４８－１

やおやのまーくん

大阪府八尾市陽光園 ２ー５－３１

活魚料理 いし田

大阪府八尾市陽光園 ２－４－６

りんご屋

大阪府八尾市陽光園 ２－６－３２

Ｕｎｉｃａｆｅ こころ塾

大阪府八尾市陽光園 ２－６－３３

活魚料理いし田

大阪府八尾市陽光園２－４－６

ニューリーボーンＪＲ久宝寺店

大阪府八尾市龍華町 ２丁目１－２０－１０５

太陽ドライセンター

大阪府八尾市緑ケ丘５－２－３

トラストモータース

大阪府八尾市老原 ８－１０２

