
花園地区
登録店名 業種名 所属団体

イトーヨーカドー　東大阪店 スーパー イトーヨーカ堂

万代・花園店 スーパー 株式会社　万代

万代・東花園店 スーパー 株式会社　万代

ケンタッキー東花園店 ファーストフード 株式会社近商ストア

近商ストア・東花園店 スーパー 株式会社近商ストア

イーエスプランニング 駐車場 パザパ花園店舗会

イエロー・グリーン薬局はなぞの 薬局 パザパ花園店舗会

カフェダイニング　ロゴス パザパ花園店舗会

かわちはなぞの整骨院 鍼灸院 パザパ花園店舗会

コスメテキックス　ナカイ 化粧品 パザパ花園店舗会

フクダ洋装店 学生服 パザパ花園店舗会

岡島不動産 不動産 パザパ花園店舗会

食品館アプロ花園店 スーパー パザパ花園店舗会

仁木歯科 歯医者 パザパ花園店舗会

多喜万 精肉 パザパ花園店舗会

陶山医院 内科 パザパ花園店舗会

陶山眼科医院 眼科 パザパ花園店舗会

うどん處・狸庵 うどん 花園本町商店会

おしゃれはうす絵美 婦人服 花園本町商店会

くろしお 惣菜 花園本町商店会

じゃんぼ花園食鮮館 スーパー 花園本町商店会

ハートランド 衣料品 花園本町商店会

ﾌﾗﾜｰｼｮｯﾌﾟ花園 生花 花園本町商店会

レッドアンドブルー 靴 花園本町商店会

ﾚﾃﾞｨｰｽﾌｧｯｼｮﾝﾊｳｽえるず 婦人服 花園本町商店会

花園スポーツ スポーツ用品 花園本町商店会

喫茶　ライオン 喫茶 花園本町商店会

魚新 寿司 花園本町商店会

若葉屋食堂 食堂 花園本町商店会

青果大安 青果 花園本町商店会

日本料理　山ぶき 和食 花園本町商店会

婦人服飾　マツヤ 婦人服 花園本町商店会

和風中華　変珍 中華 花園本町商店会

じゃがいも　瓢箪山店 惣菜 瓢箪山中央商店街（振）

セントエリーネ東大阪店 婦人服 イトーヨーカ堂テナント

ハッピーホーム荒本駅前店 不動産 ハッピーホーム

ハッピーホーム東花園店 不動産 ハッピーホーム

サト　吉田駅前 ファミレス レストランさと

エビスヤ陶苑 陶器・荒物 花園商店会

チキンショップとりひろ 鶏肉 花園商店会

マコトヤ靴店 靴 花園商店会

まるいけ ふとん・衣料品 花園商店会

丸昇精肉店 精肉 花園商店会

居酒屋みっちゃん 居酒屋 花園商店会

山野ふとん店 ふとん 花園商店会

島野酒店 酒類 花園商店会

ジップドラッグ東洋　鷹殿店 ドラッグストア 株式会社　ライフォート

ライフォート東花園 ドラッグストア 株式会社　ライフォート

シミズメガネ　イトーヨーカ堂 めがね ㈱シミズメガネ

シミズメガネ　新花園 メガネ ㈱シミズメガネ

こうづか整骨院 整骨院 大阪府柔道整復師会

西整骨院 整骨院 大阪府柔道整復師会

西崎米穀店 米穀 東部米穀小売商連合



ウエストレンタカー東大阪店 レンタカー 非加盟店・個店

サカイ薬店 薬局 非加盟店・個店

ブティック　アルファー 婦人服小売 非加盟店・個店

ミック花園薬店 薬店 非加盟店・個店

家具のマルヤス 家具 非加盟店・個店

魚知 鮮魚 非加盟店・個店

三恵屋 文具 非加盟店・個店

山本事務機 事務機販売 非加盟店・個店

車屋花園店 衣料品販売 非加盟店・個店

中矢呉服店 呉服 非加盟店・個店

陶山医院 病院 非加盟店・個店

有限会社　魚新 非加盟店・個店

ヘアーサロン山佐 布施理容組合

鴻池地区
登録店名 業種名 所属団体

グルメシティ近畿東鴻池店 スーパーマーケット (株)グルメシティー近畿

カインズホーム東大阪店 ホームセンター カインズホーム

万代・加納店 スーパー 株式会社　万代

鴻池サティー スーパー ㈱マイカイル

マックスバリュ東鴻池店 スーパー 光洋（マックスバリュ）

いづみやクリーニング商会 クリーニング フレッシュタウン鴻池商店街（振）

カシマヤ 婦人服 フレッシュタウン鴻池商店街（振）

スパロー　カフェ 喫茶 フレッシュタウン鴻池商店街（振）

ととや武由 フレッシュタウン鴻池商店街（振）

ハッピー　１０２ 婦人服 フレッシュタウン鴻池商店街（振）

ﾋﾞｰﾘ･ﾎﾞｰﾝ･ﾍｱｰｽﾞ ミラノ 美容 フレッシュタウン鴻池商店街（振）

ライトデンキ鴻池店 家電 フレッシュタウン鴻池商店街（振）

ラッキー鴻池店 スパー フレッシュタウン鴻池商店街（振）

ワンデイショップ 不動産 フレッシュタウン鴻池商店街（振）

稲田　法輪堂 仏壇 フレッシュタウン鴻池商店街（振）

喫茶ペペ 喫茶 フレッシュタウン鴻池商店街（振）

鴻池生駒屋 衣料品 フレッシュタウン鴻池商店街（振）

松寿し・鴻池店 寿司 フレッシュタウン鴻池商店街（振）

天勝コンピューター パソコン フレッシュタウン鴻池商店街（振）

平井たばこ店 フレッシュタウン鴻池商店街（振）

理容室　こうのいけ 理容 フレッシュタウン鴻池商店街（振）

龍泉堂 和菓子 フレッシュタウン鴻池商店街（振）

鈴木クリーニング クリーニング フレッシュタウン鴻池商店街（振）

マルゼン鴻池 ドラッグストア 株式会社　ライフォート

ブーランジェリーショーゼン パン 鴻池元町商店会

メガネのプラスワン喜久幸堂 眼鏡 鴻池元町商店会

力餅 食堂 鴻池元町商店会

高橋接骨院 整骨院 大阪府柔道整復師会

松田接骨院 整骨院 大阪府柔道整復師会

カフェチェルシー 喫茶ケーキ販売 非加盟店・個店

まいどおおきに鴻池食堂 食堂 非加盟店・個店

若江岩田地区
登録店名 業種名 所属団体

イズミヤ㈱若江岩田店 スーパー イズミヤ(株)

スーパーサンコー若江岩田店 スーパー 株式会社スーパーサンコー

近商ストア　若江岩田店 スーパー 株式会社近商ストア

マザーピア西岩田店 ドラッグストア 上新電機株式会社

ｗａｒｍｔｈ 美容 岩田中央商店会

イチリキたばこ店 たばこ 岩田中央商店会



グリル　岩栄 岩田中央商店会

フラワーショップ　カワグチ 岩田中央商店会

七福 食堂 岩田中央商店会

若江薬局 薬局 岩田中央商店会

松本果物店 果物 岩田中央商店会

創作炭火焼　古家 ろばた焼き 岩田中央商店会

理容　市川 理容 岩田中央商店会

炉ばた焼　太助 炉ばた焼き 岩田中央商店会

サイクルショップ　おおさか屋 自転車 岩田北本通り商店街（振）

しのはらでんき 家電 岩田北本通り商店街（振）

すし友 寿司 岩田北本通り商店街（振）

とりふじ 居酒屋 岩田北本通り商店街（振）

ニューアポロ理容 理容 岩田北本通り商店街（振）

みふねや呉服店 呉服 岩田北本通り商店街（振）

ラ・フォーレ　ＭＣ店 婦人服 岩田北本通り商店街（振）

ワイン・フード　シモムラ 酒類 岩田北本通り商店街（振）

安並時計店 岩田北本通り商店街（振）

花のえき 生花 岩田北本通り商店街（振）

亀山堂 タバコ 岩田北本通り商店街（振）

酒のにしだ 酒類 岩田北本通り商店街（振）

焼きパン工房　佳風 パン 岩田北本通り商店街（振）

城台洋品店 衣料品 岩田北本通り商店街（振）

食彩料理さかえ 居酒屋 岩田北本通り商店街（振）

杉山住機株式会社 住宅設備 岩田北本通り商店街（振）

川楠酒店 岩田北本通り商店街（振）

朝日堂 和菓子 岩田北本通り商店街（振）

芳忠刃物店 金物 岩田北本通り商店街（振）

うどんそば処　やちよ うどん・そば処 岩田本通商店街（振）

おしゃれｾﾝﾀｰ　アイリス 婦人服 岩田本通商店街（振）

タカラブネ若江岩田店 洋菓子 岩田本通商店街（振）

トータス＆トレント 喫茶 岩田本通商店街（振）

ファッションハウスアリス若江岩田店 婦人服 岩田本通商店街（振）

フォトピープル 写真 岩田本通商店街（振）

メガネ・時計のダイワ 宝石時計 岩田本通商店街（振）

一本道 炉ばた焼き 岩田本通商店街（振）

岩田南サイクルパーク 自転車預 岩田本通商店街（振）

紅梅寿し 寿司 岩田本通商店街（振）

山野新聞舗 新聞 岩田本通商店街（振）

大丸理容 理容 岩田本通商店街（振）

有限会社　ヨシムラ商会 眼鏡 岩田本通商店街（振）

鈴屋化粧品店 化粧品 岩田本通商店街（振）

おしゃれ子供服　エミリー 子供服 若江商店会

サカイ薬局 薬局 若江商店会

まるか酒店 酒類 若江商店会

㈱フジイデンキ 家電 若江商店会

ベーカリー　ロビン 東大阪若江岩田一番商店街（振

リカーズたなか 酒類 東大阪若江岩田一番商店街（振

リカーハウス　美方屋 酒類 東大阪若江岩田一番商店街（振

下村書店 書籍 東大阪若江岩田一番商店街（振

菓匠庵　白穂 和菓子 東大阪若江岩田一番商店街（振

㈱きた時計 時計宝石 東大阪若江岩田一番商店街（振

岩田エビスドラッグ薬品店 薬局 東大阪若江岩田一番商店街（振

スギ薬局　若江南店 薬局 (株)スギ薬局

ハッピーホーム若江岩田店 不動産 ハッピーホーム

ホームメイトＧＣ近畿大学前店ハッピーホーム ハッピーホーム

サト　加納店 ファミレス レストランさと



サト　若江店 ファミレス レストランさと

シミズメガネ　ニュー中野店 めがね ㈱シミズメガネ

勝っちゃん食堂 近大前商店会

関整骨院 整骨院 大阪府柔道整復師会

アフラックス ヤスエイ 宝石時計 非加盟店・個店

うさぎのミルキー ペットショップ 非加盟店・個店

お食事処　まこ 食事 非加盟店・個店

カフェ　バール 喫茶店 非加盟店・個店

サイクルショップ　スエヒロ 自転車 非加盟店・個店

サンドラック若江南店 薬局 非加盟店・個店

はんこ屋さん21若江南店 印鑑 非加盟店・個店

ひまわり薬局店 薬局 非加盟店・個店

レイホー 紳士服 非加盟店・個店

花の花家 生花　鉢植 非加盟店・個店

鞄工房 鞄 非加盟店・個店

㈱フジタビジネス 文具 非加盟店・個店

食品館アプロ東大阪店 スーパー 非加盟店・個店

肉のこばやし精肉卸問屋 精肉 非加盟店・個店

日産レンタカー　東大阪市役所前店 レンタカー 非加盟店・個店

北京料理・栄飯店 中華 非加盟店・個店

北田洋装店 洋品 非加盟店・個店

枚岡交通株式会社 旅客運送業 非加盟店・個店

小阪地区
登録店名 業種名 所属団体

万代・御厨店 スーパー 株式会社　万代

万代・小阪店 スーパー 株式会社　万代

マックスバリュ小阪店 スーパーマーケット光洋（マックスバリュ）

(有)大和電業社 家電 サザンモール小阪

(有)鈴木尚文堂 文具 サザンモール小阪

キシダシューズ 靴 サザンモール小阪

ひまわり 婦人服 サザンモール小阪

ブティックＫＡＴＡＭＩ 婦人服 サザンモール小阪

ヤマジン 菓子 サザンモール小阪

小阪時計店 宝石時計 サザンモール小阪

谷岡ふとん店 寝具 サザンモール小阪

宝園 ｻｻﾞﾝﾓｰﾙ小阪店 サザンモール小阪

(有)モモヤ小阪店 菓子 サンロード小阪商店街（振）

あづまや陶器 陶磁器 サンロード小阪商店街（振）

インテリアまんそう 室内装飾 サンロード小阪商店街（振）

ヴィド・フランス小阪店 パン サンロード小阪商店街（振）

うさぎや 洋品 サンロード小阪商店街（振）

エミヤ 雑貨 サンロード小阪商店街（振）

お好み焼　大五郎 サンロード小阪商店街（振）

お惣菜のゆもと 惣菜 サンロード小阪商店街（振）

シューズショップモリタ 靴 サンロード小阪商店街（振）

タキヤ薬局 薬局 サンロード小阪商店街（振）

フラワーショップ　まつもと 生花 サンロード小阪商店街（振）

フルーツショップひばりや サンロード小阪商店街（振）

ヘアーアンドメイク　ニシキ 美容室 サンロード小阪商店街（振）

メリサ小阪店 婦人服 サンロード小阪商店街（振）

丸京果物店 果物 サンロード小阪商店街（振）

錦屋洋服店 洋品 サンロード小阪商店街（振）

小阪ますせん 蒲鉾 サンロード小阪商店街（振）

小崎新聞舗 新聞 サンロード小阪商店街（振）

大沢豆腐店 豆腐 サンロード小阪商店街（振）



渡辺青果店 青果 サンロード小阪商店街（振）

服部鮮魚店 鮮魚 サンロード小阪商店街（振）

末広精肉店 精肉 サンロード小阪商店街（振）

ウオモリ 鮮魚 メルシィ街商店会

ススムビジネス 文具 メルシィ街商店会

ふじなみ酒店 酒類 メルシィ街商店会

みどりや 和装小物 メルシィ街商店会

酔牛亭 レストラン メルシィ街商店会

制服の大垣 学生服 メルシィ街商店会

泉屋商店 酒類 メルシィ街商店会

美容室　Ｄｅａｒ 美容 メルシィ街商店会

北浦米穀店 米穀 メルシィ街商店会

カレーハウスｃｏｃｏ壱番屋 カレー レッド小阪テナント会

シューズ　ピエ 靴 レッド小阪テナント会

フランス屋 婦人服 レッド小阪テナント会

Boutique フローム 婦人服 小阪さいわい通り商店街（振）

Green&Gift風車 園芸 小阪さいわい通り商店街（振）

イナバカメラ店 写真 小阪さいわい通り商店街（振）

ドゥーズィ 小阪さいわい通り商店街（振）

ドウエミラ 婦人服 小阪さいわい通り商店街（振）

ブティック　ルキア 婦人服 小阪さいわい通り商店街（振）

フランクス 洋菓子 小阪さいわい通り商店街（振）

回生薬局 薬局 小阪さいわい通り商店街（振）

五萬石 食料品 小阪さいわい通り商店街（振）

川晴 鑑賞魚 小阪さいわい通り商店街（振）

大西青果 青果 小阪さいわい通り商店街（振）

辻よし精肉店 精肉 小阪さいわい通り商店街（振）

南鮮魚店 鮮魚 小阪さいわい通り商店街（振）

柳田印章店 印刷 小阪さいわい通り商店街（振）

エル化粧品店 化粧品 小阪本通り商店街（振）

おしゃれの店　フタバ 婦人服 小阪本通り商店街（振）

かねぶん寝具店 寝具 小阪本通り商店街（振）

ぷらすわん鍼灸整骨院 鍼灸整骨院 小阪本通り商店街（振）

ﾌﾗﾜｰｼｮｯﾌﾟ　いづみ 生花 小阪本通り商店街（振）

まねき 化粧品 小阪本通り商店街（振）

マルシゲ　小阪店 お菓子 小阪本通り商店街（振）

ミユキ 用品 小阪本通り商店街（振）

ル・モンド 婦人服 小阪本通り商店街（振）

ﾚﾃﾞｨｽｼｯﾖﾌﾟスギハラ 婦人服 小阪本通り商店街（振）

㈱栗林書房 書籍 小阪本通り商店街（振）

㈱湖月堂 菓子 小阪本通り商店街（振）

㈱日本堂 小阪本通り商店街（振）

京屋 呉服 小阪本通り商店街（振）

靴下専門店リバー 小阪本通り商店街（振）

中西歯科医院 歯科 小阪本通り商店街（振）

辻森商店 豆腐 小阪本通り商店街（振）

福井呉服店 呉服 小阪本通り商店街（振）

野浦屋帽子店 帽子 小阪本通り商店街（振）

スギ薬局　小阪駅前店 薬局 (株)スギ薬局

ハッピーホーム東大阪本店 不動産 ハッピーホーム

ジップドラッグ東洋　友井店 ドラッグストア 株式会社　ライフォート

キャンパス　ライフ 焼鳥 近大前商店会

茨木整骨院 整骨院 大阪府柔道整復師会

かぶと 鉄板焼お好み焼き 東大阪料飲宿連合会

手打ちうどん・そば　桜井 うどん 東大阪料飲宿連合会

ｼｬﾃﾞｨ サラダ館・御厨中店 贈答品 非加盟店・個店



ｼｭｰｽﾞﾊｳｽビバリヤ 履物 非加盟店・個店

ソラメンテ イタリア料理 非加盟店・個店

フラワーショップ　せんさ 生花販売 非加盟店・個店

みと家具 家具 非加盟店・個店

㈱河本佛壇店 仏具 非加盟店・個店

魚に串に炭炙り　いものこ 非加盟店・個店

春木薬店 薬局 非加盟店・個店

肉のこばやし精肉卸問屋　小阪店 精肉 非加盟店・個店

日産レンタカー　東大阪小阪店 レンタカー 非加盟店・個店

八百たこ たこやき 非加盟店・個店

味福茶や お好み焼き 非加盟店・個店

being Ｔｒｕｅ 布施理容組合

ﾍｱｰｺﾚｸｼｮﾝタムラ 理容 布施理容組合

ﾍｱｰｻﾛﾝ リッチ 布施理容組合

理容クドー 理容 布施理容組合

理容美福 東店 布施理容組合

長瀬・弥刀・大蓮地区
登録店名 業種名 所属団体

大安商店 お菓子 東大阪市金岡商店会

グルメシティ近畿　長瀬店 スーパー (株)グルメシティー近畿

万代・大蓮店 スーパー 株式会社　万代

ＫＡＳＵＭＩ 小若江商店会

おかでん 小若江商店会

お惣菜の店　むら川 惣菜 小若江商店会

さぬき一番 うどん 小若江商店会

たこ焼き一番 たこ焼き 小若江商店会

マルトモ青果 青果 小若江商店会

みどり薬局 薬局 小若江商店会

よし美商店 小若江商店会

伊勢屋 小若江商店会

伊藤茶園 茶 小若江商店会

㈱イイダデンキ 家電 小若江商店会

近江屋　天婦ら店 和食 小若江商店会

寝装の店ノサカ 寝具 小若江商店会

精肉店　とらちゃん 精肉 小若江商店会

鳥よし 鶏肉 小若江商店会

田川商店 小若江商店会

美容室ＭｏＭｏ 美容 小若江商店会

あさひ薬店 薬局 大蓮北本通り商店街（振）

いざわ米穀店 米穀 大蓮北本通り商店街（振）

エコー電化 家電 大蓮北本通り商店街（振）

おおはす健康堂薬店 薬局 大蓮北本通り商店街（振）

かれん 大蓮北本通り商店街（振）

セントラル写真店 写真 大蓮北本通り商店街（振）

ダイトク 雑貨 大蓮北本通り商店街（振）

とり坂 鶏肉 大蓮北本通り商店街（振）

はやし酒店 酒類 大蓮北本通り商店街（振）

ビッククリーニング クリーニング 大蓮北本通り商店街（振）

ファシッョンスペースホンダ 洋品 大蓮北本通り商店街（振）

マコト洋品店 大蓮北本通り商店街（振）

マルシヨウ 婦人服 大蓮北本通り商店街（振）

レディースマルハチ 婦人服 大蓮北本通り商店街（振）

伊勢地商店 惣菜 大蓮北本通り商店街（振）

花屋　ＴＡＢＯ 生花 大蓮北本通り商店街（振）

高安フラワーガーデン 生花 大蓮北本通り商店街（振）



高山商店 大蓮北本通り商店街（振）

坂本青果 青果 大蓮北本通り商店街（振）

松永整骨院 整骨院 大蓮北本通り商店街（振）

須田青果 青果 大蓮北本通り商店街（振）

西尾トーフ店 豆腐 大蓮北本通り商店街（振）

大和屋　漬物店 味噌漬物 大蓮北本通り商店街（振）

肉の森田屋 精肉 大蓮北本通り商店街（振）

福島果物店 果物 大蓮北本通り商店街（振）

宝来軒 中華 大蓮北本通り商店街（振）

エイラクヤクリーニング店 クリーニング 大蓮本通り商店街（振）

おぶつだんの長竹 仏具 大蓮本通り商店街（振）

カフェパスト 大蓮本通り商店街（振）

ゴトウスポーツ スポーツ用品 大蓮本通り商店街（振）

こみち 居酒屋 大蓮本通り商店街（振）

サッポロラーメン 大蓮本通り商店街（振）

スナック　伸 スナック 大蓮本通り商店街（振）

スナック枝里子 スナック 大蓮本通り商店街（振）

ニコニコ薬房 薬局 大蓮本通り商店街（振）

ヘアーサロン　サン 理容 大蓮本通り商店街（振）

ヘアーサロンこだま 理容 大蓮本通り商店街（振）

ヘアーサロン秋本 理容 大蓮本通り商店街（振）

ヘアーステーション　ギャザー 理容 大蓮本通り商店街（振）

べらぼう寿司 寿司 大蓮本通り商店街（振）

ほんわか亭 弁当 大蓮本通り商店街（振）

みっちゃん 食堂 大蓮本通り商店街（振）

ランジェリーハウス　三木 婦人肌着 大蓮本通り商店街（振）

安福 酒類 大蓮本通り商店街（振）

花房 食堂 大蓮本通り商店街（振）

丸徳商店 大蓮本通り商店街（振）

吉四六 お好み焼き 大蓮本通り商店街（振）

居酒屋　磯 大蓮本通り商店街（振）

恵楽 中華 大蓮本通り商店街（振）

細打ちうどん　つるべ 大蓮本通り商店街（振）

三喜屋ふとん店 寝具 大蓮本通り商店街（振）

焼肉ホルモン焼　喜心 焼肉 大蓮本通り商店街（振）

増谷家具店 家具 大蓮本通り商店街（振）

大蓮ゴング米酒店 大蓮本通り商店街（振）

男子専科　いば 紳士服 大蓮本通り商店街（振）

池田電気商会 家電 大蓮本通り商店街（振）

シミズメガネ　本店 メガネ ㈱シミズメガネ

(有)てらまえ お好み焼き 近大前商店会

Ｋ’ｓＢＡＲ バー 近大前商店会

ＮｅｗＦａｃｔｏｒｙ(ﾆｭｰﾌｧｸﾄﾘｰ) 印刷 近大前商店会

おしゃれＮＡみのや 近大前商店会

カガワ薬局 薬局 近大前商店会

フラワーショップ小若江村 正花 近大前商店会

ぽろとこたん 中華 近大前商店会

河合ふとん店 寝具 近大前商店会

㈱かがわ本店 酒類 近大前商店会

㈱大学堂書店 書籍 近大前商店会

喫茶サンセットイン 喫茶 近大前商店会

御用 うどん・そば 近大前商店会

焼肉じゅうじゅう亭 焼肉 近大前商店会

信州ﾍﾟﾝｼｮﾝ&ｺﾃｰｼﾞ サンセットイン　大阪案内所宿泊施設 近大前商店会

成田家 和菓子 近大前商店会

豚珍館(中華料理) 中華 近大前商店会



美容室Ｃ．Ｓ．ＪＩＰ 美容 近大前商店会

木村文具 文具 近大前商店会

塚口米穀店 米穀 酒販組合　５部会

菊本接骨院 整骨院 大阪府柔道整復師会

大蓮南接骨院 整骨院 大阪府柔道整復師会

Ｏ．Ｐ．Ｃ カメラ店 写真 長瀬駅前商店街（振）

Ｏ．Ｐ．Ｃ カメラ店 宝持店 写真 長瀬駅前商店街（振）

モリ薬店 薬局 長瀬南商店会

長瀬　すし富 すし 東大阪料飲宿連合会

ﾄﾞﾗｯｸﾞｾｶﾞﾐ長瀬駅前店 薬局 非加盟店・個店

メガネの渡辺 眼鏡 非加盟店・個店

メガネの和光 眼鏡 非加盟店・個店

㈱カナリヤカメラ店 カメラ 非加盟店・個店

源　米穀店 米穀 非加盟店・個店

御菓子司・吉屋 和菓子 非加盟店・個店

新テイコク薬局 薬局 非加盟店・個店

田中米穀株式会社 米穀 非加盟店・個店

マサキ理容 理容 布施理容組合

徳庵地区
登録店名 業種名 所属団体

STONE 美容室 東大阪稲田商店街（振）

ウチダ薬局 薬局 東大阪稲田商店街（振）

オキムラ 婦人服 東大阪稲田商店街（振）

おきむら時計店 宝石時計 東大阪稲田商店街（振）

きくや化粧品店 化粧品 東大阪稲田商店街（振）

すみれ手芸店 手芸品 東大阪稲田商店街（振）

デリカテッセン　フラウ 総菜 東大阪稲田商店街（振）

トオヤ 靴 東大阪稲田商店街（振）

フォトスマイル徳庵 写真 東大阪稲田商店街（振）

ふな定鮮魚店 鮮魚 東大阪稲田商店街（振）

ﾌﾗﾜｰｼｮｯﾌﾟサカエ 生花 東大阪稲田商店街（振）

フルーツショップ　もりた 果物 東大阪稲田商店街（振）

ﾒﾝｽﾞｼｮｯﾌﾟミカサ 紳士服 東大阪稲田商店街（振）

やまもと作業服店 衣料品 東大阪稲田商店街（振）

伽羅 婦人服 東大阪稲田商店街（振）

喫茶とまと 喫茶 東大阪稲田商店街（振）

原田整形外科 医者 東大阪稲田商店街（振）

幸福堂 和菓子 東大阪稲田商店街（振）

阪本印章 印章 東大阪稲田商店街（振）

三河タバコ店 タバコ 東大阪稲田商店街（振）

山城屋青果店 青果 東大阪稲田商店街（振）

寝装店イナ井 寝具 東大阪稲田商店街（振）

東タバコ店 タバコ 東大阪稲田商店街（振）

徳庵ミック薬店 薬局 東大阪稲田商店街（振）

読売センター徳庵 新聞 東大阪稲田商店街（振）

美容室　アズネットワーク 美容 東大阪稲田商店街（振）

芳本米穀店 米 東大阪稲田商店街（振）

夢学塾 塾 東大阪稲田商店街（振）

寳珠堂　野口鍼灸整骨院 東大阪稲田商店街（振）

あさひ薬品店 薬局 徳庵商連会

オガワ薬局 薬局 徳庵商連会

お好み焼きまいちゃん お好み焼き 徳庵商連会

クック・ベル 食料品 徳庵商連会

コーヒーショップホンダ 喫茶 徳庵商連会

ことぶきや 化粧品 徳庵商連会



ジーンズショップダム・エル 衣料品 徳庵商連会

とくあんナニワ 写真 徳庵商連会

トラットリア銀香 レストラン 徳庵商連会

パーラーハウスサワダ 喫茶店 徳庵商連会

パナーズ　城東無線 家電 徳庵商連会

ハリキ屋寝具　株式会社 寝具 徳庵商連会

ヒカワ書店・西店 書店 徳庵商連会

ピ－テック 美容室 徳庵商連会

フタバクリーニング・徳庵店 クリーニング 徳庵商連会

フラワーショップ大田 生花 徳庵商連会

ホームセンタートクノ ホームセンター 徳庵商連会

メガネの紫光 眼鏡 徳庵商連会

メンズショップタカハラ 衣料品 徳庵商連会

ル・ブレ パン 徳庵商連会

岡田屋化粧品店 化粧品 徳庵商連会

岡本米穀店 米穀 徳庵商連会

菓匠やまぢ 和菓子 徳庵商連会

㈱フタバ堂 徳庵商連会

居酒 ほんだ 居酒屋 徳庵商連会

原写真機店 徳庵商連会

山本呉服店 婦人服 徳庵商連会

上山衣料品店 婦人服 徳庵商連会

紳士服の国広 衣料品 徳庵商連会

水間クリーニング店 クリーニング業 徳庵商連会

清水履物店 履物 徳庵商連会

生鮮食品館テラノ 食料品 徳庵商連会

赤塚ビジネス株式会社 事務用品 徳庵商連会

炭火串焼ほんだ 串焼き 徳庵商連会

炭火酒場　キテヤ 居酒屋 徳庵商連会

竹辺惣菜店 惣菜 徳庵商連会

中華料理　鶴宴 中華 徳庵商連会

津田金物店 金物 徳庵商連会

田村蒲鉾店 蒲鉾製造 徳庵商連会

東峰電機㈱　駅前店 徳庵商連会

毎日新聞　徳庵販売所 新聞 徳庵商連会

有限会社　ひぐち寝装 寝具 徳庵商連会

珉珉徳庵店 中華 徳庵商連会

井原整骨院 整骨院 大阪府柔道整復師会

一徳 非加盟店・個店

豆くらぶＫ・Ｔ・Ｏ 非加盟店・個店

ﾍｱｰｻﾛﾝ サワ 理容 布施理容組合

八戸ノ里地区
登録店名 業種名 所属団体

コーナンプロ東大阪店 ホームセンター コーナン商事(株)

万代・八戸ノ里店 スーパー 株式会社　万代

ファッションハウスじゅん 婦人服 非加盟店・個店

リカーランドドリーム長田本店 酒類 非加盟店・個店

市村酒店 酒販売 非加盟店・個店

瓢箪山・石切地区
登録店名 業種名 所属団体

マイン 市場 東大阪市小売市場連合会

新鮮館ジェイエフ石切 市場 東大阪市小売市場連合会

新鮮館ジェイエフ石切駅前店 市場 東大阪市小売市場連合会

グルメシティ近畿瓢箪山店 スーパー (株)グルメシティー近畿



㈱関西スーパーマーケット日下店 スーパー (株)関西スーパーマーケット

コーナン外環新石切店 ホームセンター コーナン商事(株)

コーナン東大阪菱江店 ホームセンター コーナン商事(株)

ニューケイマート額田駅前店 スーパー ニューケイマート

万代　新石切店 スーパー 株式会社　万代

万代・石切店 スーパー 株式会社　万代

万代・鷹殿店 スーパー 株式会社　万代

万代・瓢箪山店 スーパー 株式会社　万代

ジョーシン　新石切店 家電量販 上新電機株式会社

(有)きも乃 石田屋 呉服 イナリ前商店街（振）

(有)御神田商店 タバコ イナリ前商店街（振）

１０５屋(タコヤ) たこ焼屋 イナリ前商店街（振）

FASHON LEG SHOP　ＣＯＰＯ 靴下 イナリ前商店街（振）

Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅ　Ｌｅｅ 美容室 イナリ前商店街（振）

ＪＯＹ瓢箪山店 たこ焼き イナリ前商店街（振）

ウエダ文具 文具 イナリ前商店街（振）

エアーｸﾞﾚｲｽ 美容室 イナリ前商店街（振）

かね駒蒲鉾 蒲鉾 イナリ前商店街（振）

カフェ サウサリート 喫茶 イナリ前商店街（振）

カフェテリア 喫茶 イナリ前商店街（振）

キッチンハート瓢箪山店 スーパー イナリ前商店街（振）

グリル＆カフェ　トシ 喫茶店 イナリ前商店街（振）

ｼｭｰｽﾞｼｮｯﾌﾟ 伊太利 靴 イナリ前商店街（振）

ドコモショップ瓢箪山 携帯 イナリ前商店街（振）

なかや服装品株式会社 婦人服 イナリ前商店街（振）

ね夢りやpianningふたば 寝具 イナリ前商店街（振）

ハトヤ洋品店 婦人服 イナリ前商店街（振）

ひゃくえもん　瓢箪山店 １００均 イナリ前商店街（振）

ﾌﾞﾃｨｯｸコティ 衣料品 イナリ前商店街（振）

フルーツ　なかにし 果物 イナリ前商店街（振）

ヘアーサロン　森 理容 イナリ前商店街（振）

ﾍﾞｰｶｰｼｮｯﾌﾟシャルム パン イナリ前商店街（振）

マウンテン 珈琲豆 イナリ前商店街（振）

ミック瓢箪山薬店 薬局 イナリ前商店街（振）

メガネ･ヒラオカ 眼鏡 イナリ前商店街（振）

モリタ洋品店(本店) 衣料品 イナリ前商店街（振）

一喜 居酒屋 イナリ前商店街（振）

花まるキッチン森田 お好み焼き イナリ前商店街（振）

花まる亭 弁当 イナリ前商店街（振）

楽彩ダイニング いろり 食堂 イナリ前商店街（振）

丸福 お好み焼き イナリ前商店街（振）

黒潮食品 惣菜 イナリ前商店街（振）

阪本青果 青果店 イナリ前商店街（振）

参上印房 印章 イナリ前商店街（振）

自由の女神ＡＮＮＥＸ 美容 イナリ前商店街（振）

趣味の店　たからや 婦人靴下 イナリ前商店街（振）

豊力 讃岐うどん イナリ前商店街（振）

木下電気商会(パナットきのした) 家電 イナリ前商店街（振）

シューズ　リペア－オン 靴修理 イナリ前商店街（振）

Ａ－Ｚ Ｓｑｕａｒｅ 雑貨 瓢箪山駅前東商店街

ＨＥＡＤ’Ｓ 理容 瓢箪山駅前東商店街

お茶の味萬 日本茶 瓢箪山駅前東商店街

クィックサロン　ＣＯＺＹ エステ 瓢箪山駅前東商店街

すし半 寿司 瓢箪山駅前東商店街

せっせっせ弁当 弁当 瓢箪山駅前東商店街

ひまわり お菓子製造 瓢箪山駅前東商店街



ﾌｧｯｼｮﾝﾊｳｽアリス瓢箪山店 婦人服 瓢箪山駅前東商店街

ボヌール美容室 美容 瓢箪山駅前東商店街

マルヨシ質店 質 瓢箪山駅前東商店街

ヤングハート 雑貨販売 瓢箪山駅前東商店街

喫茶　レモン 喫茶 瓢箪山駅前東商店街

居酒屋　どんどん亭 居酒屋 瓢箪山駅前東商店街

居酒屋　八方 居酒屋 瓢箪山駅前東商店街

串仙 串かつ 瓢箪山駅前東商店街

手づくりパンの店 フォーレ パン 瓢箪山駅前東商店街

酒処　かりん 居酒屋 瓢箪山駅前東商店街

森壮健堂薬局 薬局 瓢箪山駅前東商店街

鳥清 鶏肉 瓢箪山駅前東商店街

奴寿司 寿司 瓢箪山駅前東商店街

肉の松坂屋 精肉 瓢箪山駅前東商店街

瓢箪山書房 古書籍 瓢箪山駅前東商店街

宝飾店　ＪｕＪｕ 宝石時計 瓢箪山駅前東商店街

養老乃瀧瓢箪山店 居酒屋 瓢箪山駅前東商店街

炉ばた　みち 炉ばた焼き 瓢箪山駅前東商店街

餃子の三国志 餃子 瓢箪山駅前東商店街

(有)サカエ美容院 美容 瓢箪山中央商店街（振）

Ｂｅｌｌｔｏｗｎ カフェ 瓢箪山中央商店街（振）

Ｃａｆｅ　Ｅｎｃｈａｎｔｅ お菓子 瓢箪山中央商店街（振）

アジアンダイニングニス インド料理 瓢箪山中央商店街（振）

アンブレラ＆フラワー　オカモト 傘 瓢箪山中央商店街（振）

うな義 うなぎ 瓢箪山中央商店街（振）

エアー 美容 瓢箪山中央商店街（振）

お菓子のﾃﾞﾊﾟｰﾄタニガワ 御菓子 瓢箪山中央商店街（振）

かいた屋 自転車 瓢箪山中央商店街（振）

カットハウス　ハマグチ 理容 瓢箪山中央商店街（振）

カフェ・レスト　マリーン 喫茶 瓢箪山中央商店街（振）

きもの梅上 呉服 瓢箪山中央商店街（振）

くつした工房　ｂ．ｂｏｘ 衣料品 瓢箪山中央商店街（振）

コティー 婦人服 瓢箪山中央商店街（振）

こなもん処　花鳥 お好み焼き 瓢箪山中央商店街（振）

コンセルボ瓢箪山店 パン 瓢箪山中央商店街（振）

さぬき　志度 うどん 瓢箪山中央商店街（振）

サフラン パン 瓢箪山中央商店街（振）

ｼﾞｰﾝｽﾞｼｮｯﾌﾟアイビー瓢箪山店 衣料品 瓢箪山中央商店街（振）

じゅうじゅう亭 たこ焼き 瓢箪山中央商店街（振）

スーパー　フレスコ瓢箪山店 スーパー 瓢箪山中央商店街（振）

セフティ 婦人服 瓢箪山中央商店街（振）

チョキチョキハウス 美容 瓢箪山中央商店街（振）

でん助亭 中華 瓢箪山中央商店街（振）

ナカヤスポーツ スポーツ用品 瓢箪山中央商店街（振）

なりひら寿司 寿司 瓢箪山中央商店街（振）

ひばりや 健康器具 瓢箪山中央商店街（振）

フィアスケッタ レストラン 瓢箪山中央商店街（振）

フタミシューズ 靴 瓢箪山中央商店街（振）

プチィ梅 婦人服 瓢箪山中央商店街（振）

フルーツハウスきたの 果物 瓢箪山中央商店街（振）

ﾍｱｰｻﾛﾝ　ゴールドキャット 理容 瓢箪山中央商店街（振）

ヘアーサロンやよい 理容 瓢箪山中央商店街（振）

ポプレ　モリタ 衣料品 瓢箪山中央商店街（振）

マックスバリュ瓢箪山店 スーパー 瓢箪山中央商店街（振）

マツダ写真機店　瓢箪山北店 カメラ 瓢箪山中央商店街（振）

まつや食堂 食堂 瓢箪山中央商店街（振）



マルオカ 青果 瓢箪山中央商店街（振）

マルシゲ瓢箪山店 御菓子 瓢箪山中央商店街（振）

まるみ水産 たこ焼き 瓢箪山中央商店街（振）

ミヤコ ＣＤ 瓢箪山中央商店街（振）

メガフォン　ラビット 化粧品 瓢箪山中央商店街（振）

もりきく 園芸 瓢箪山中央商店街（振）

花武 生花 瓢箪山中央商店街（振）

㈱　松本商店　ガスセンター松本 ガス器具 瓢箪山中央商店街（振）

㈱かどや酒店 酒販 瓢箪山中央商店街（振）

㈱丸愛 婦人服 瓢箪山中央商店街（振）

㈱寿々屋 和菓子 瓢箪山中央商店街（振）

㈱寿々屋　鳥居店 和菓子 瓢箪山中央商店街（振）

菊屋 婦人服 瓢箪山中央商店街（振）

喫茶　喜里 喫茶店 瓢箪山中央商店街（振）

喫茶つくし 喫茶店 瓢箪山中央商店街（振）

喫茶ミチ 喫茶 瓢箪山中央商店街（振）

桐本商店 雑貨 瓢箪山中央商店街（振）

栗岡青果店 青果 瓢箪山中央商店街（振）

五成家 寿司 瓢箪山中央商店街（振）

昆布の黄金屋　瓢箪山支店 佃煮 瓢箪山中央商店街（振）

松岡寝装店 寝具 瓢箪山中央商店街（振）

精工堂 宝石時計 瓢箪山中央商店街（振）

西本商店 雑貨 瓢箪山中央商店街（振）

善村鍼灸整骨院 鍼灸整骨院 瓢箪山中央商店街（振）

葬儀式場　マイホール東阪社 葬祭業 瓢箪山中央商店街（振）

太陽薬局 薬局 瓢箪山中央商店街（振）

大西書店 書籍 瓢箪山中央商店街（振）

肉の森田屋 精肉 瓢箪山中央商店街（振）

日光舎 クリーニング 瓢箪山中央商店街（振）

美容室ロード 美容 瓢箪山中央商店街（振）

瓢箪山水族館 観賞魚・ペット 瓢箪山中央商店街（振）

瓢箪山薬局 薬局 瓢箪山中央商店街（振）

婦人服たちばな 婦人服販売 瓢箪山中央商店街（振）

風の街瓢箪山店 お好み焼き 瓢箪山中央商店街（振）

ＣＨＯＵ！ＣＨＯＵ！ レストラン 瓢箪山中央商店街（振）

ミック瓢箪山北口薬店 薬局 瓢箪山中央商店街（振）

㈱枚岡電化 家電 枚岡家電連合商店会

ライフォート日下店 ドラッグストア 株式会社　ライフォート

シミズメガネ　新石切店 めがね ㈱シミズメガネ

シミズメガネ　池島店 めがね ㈱シミズメガネ

シミズメガネ　瓢箪山店 メガネ ㈱シミズメガネ

(有)みゆき酒店 酒類 酒販組合東大阪支部

山内整骨院 整骨院 大阪府柔道整復師会

寺尾整骨院 整骨院 大阪府柔道整復師会

大久保学整骨院 整骨院 大阪府柔道整復師会

大発米穀店 米穀 東部米穀小売商連合

kajuen*花樹園 生花小売 非加盟店・個店

ＭＵＳＩＣ　ＢＡＲ　ＷＩＮＧ ショットバー 非加盟店・個店

RED　BUNNY　OIL 衣料小売 非加盟店・個店

アウトレットショップ　ミント 雑貨 非加盟店・個店

あきない 食品 非加盟店・個店

アクアミュージック 音楽教室 非加盟店・個店

あづまや呉服店 呉服 非加盟店・個店

イタリア料理　ＢＩＳ イタリア料理 非加盟店・個店

うめ屋 呉服 非加盟店・個店

おぶつだんの　黄金屋 仏具 非加盟店・個店



おんまン家 非加盟店・個店

かかし家 米 非加盟店・個店

がらっぱち家 居酒屋 非加盟店・個店

クレパス 非加盟店・個店

サガミ石切店 うどん 非加盟店・個店

シンエー 衣料品 非加盟店・個店

タカラブネ　日下町店 洋菓子 非加盟店・個店

タケタニ電器 電気店 非加盟店・個店

つつい美容室 美容室 非加盟店・個店

なにわ食品 豆腐 非加盟店・個店

ニッコー産業株式会社 住宅設備 非加盟店・個店

ネコグッズフルカワ ペット 非加盟店・個店

ハトヤクリーニング クリーニング 非加盟店・個店

ピッコロ　ラモ 非加盟店・個店

ファミリー薬局 薬局 非加盟店・個店

ふとんの山本 布団 非加盟店・個店

ﾌﾛｰﾘｽﾄグリーングラス 生花 非加盟店・個店

ホテルセイリュウ ホテル 非加盟店・個店

まいど！東大阪 非加盟店・個店

まつい寝装 寝具 非加盟店・個店

まるはち 化粧品・学生服 非加盟店・個店

ミナミモータース 自動車 非加盟店・個店

メガネのカメイ 眼鏡 非加盟店・個店

メガネのひろた 眼鏡 非加盟店・個店

ヤマサキ化粧品　石切店 化粧品 非加盟店・個店

ヤマサキ化粧品店 化粧品 非加盟店・個店

一番坊 居酒屋 非加盟店・個店

回転寿司さんきゅう石切店 回転寿司 非加盟店・個店

街路樹 喫茶店 非加盟店・個店

角本木製品工業株式会社 家具 非加盟店・個店

㈱インテルナくるみ インテリア用品 非加盟店・個店

丸八日用品百貨店 雑貨 非加盟店・個店

喜久屋書店・新石切店 書籍・玩具 非加盟店・個店

亀井時計めがね店 時計眼鏡 非加盟店・個店

吾郎寿司 寿司 非加盟店・個店

山本商店 雑貨 非加盟店・個店

山﨑陶磁器店　 陶磁器 非加盟店・個店

酒房　寿司　源之助 寿司 非加盟店・個店

小畑薬店 薬局 非加盟店・個店

石切海鮮市場おか本 食料品 非加盟店・個店

村田屋 食堂 非加盟店・個店

大西商店 非加盟店・個店

大和屋 食事 非加盟店・個店

竹下鶏肉店 鶏肉 非加盟店・個店

茶乃大寿園 茶 非加盟店・個店

電気の専門店・ニシオ 家電 非加盟店・個店

肉の森田屋　額田店 精肉 非加盟店・個店

肉の森田屋・石切店 生肉 非加盟店・個店

美京苑･しらかば 化粧品 非加盟店・個店

武元鍼灸院 鍼灸 非加盟店・個店

北田家具 家具 非加盟店・個店

有限会社　村尾石油販売所 ガソリン 非加盟店・個店

和菓子舗・萩月 和菓子 非加盟店・個店

珈琲館　壷 喫茶 非加盟店・個店

ヘアーサロン　スマイル 理容 枚岡理容組合

ﾍｱｰｻﾛﾝタンダ 理容 枚岡理容組合



こはる整骨院 整骨院 瓢箪山中央商店街（振）

布施・永和地区
登録店名 業種名 所属団体

スバルタウンＦＵＳＥ 市場 東大阪市小売市場連合会

コーナンフレスポ東大阪稲田店 ホームセンタ コーナン商事(株)

コーナン布施駅前店 ホームセンター コーナン商事(株)

万代・渋川店 スーパー 株式会社　万代

万代・布施店 スーパー 株式会社　万代

近商ストア　俊徳道店 スーパー 株式会社近商ストア

近商ストア・布施店 スーパー 株式会社近商ストア

近鉄百貨店 東大阪店 百貨店 株式会社近鉄百貨店

布施駅前サティ 大型店 ㈱マイカイル

ジョーシン　高井田店 家電量販 上新電機株式会社

ケンタッキーフライドﾞチキン近鉄布施店 ケンタッキー 非加盟店・個店
ケンタッキーフライドチキン中央環状線巨摩橋店 ケンタッキー 非加盟店・個店

ＡＣＴＩＶＥ（ｱｸﾃｨﾌﾞ） ＣＤ ヴェルノール布施名店会

ＳＨＩＭＡ　ＳＨＩＭＡ 靴 ヴェルノール布施名店会

ＴＡＭＡＹＡ 婦人服 ヴェルノール布施名店会

アップルジャム 雑貨 ヴェルノール布施名店会

エビス屋米穀店 米穀 ヴェルノール布施名店会

サンフローラ 婦人用品 ヴェルノール布施名店会

ジュエリー＆ウォッチ　アリス 時計　宝石 ヴェルノール布施名店会

セガミ薬店 医薬品 ヴェルノール布施名店会

ピアジョリー 食堂 ヴェルノール布施名店会

ヘアーサロン　ひかり 理容 ヴェルノール布施名店会

メガネの愛眼 眼鏡 ヴェルノール布施名店会

メリーヴァンプ 婦人服 ヴェルノール布施名店会

ラ・ポーズ　カフェ 喫茶 ヴェルノール布施名店会

ロリアンミル 婦人服 ヴェルノール布施名店会

廻る元禄寿司　布施北口店 寿司 ヴェルノール布施名店会

喫茶モア 喫茶 ヴェルノール布施名店会

正木時計眼鏡舗/アリス 時計 ヴェルノール布施名店会

ブ－ランジェリ－　クロバ－ パン製造 パザパ花園店舗会

Ｂ・プロフィット 婦人服 ポッポアベニュー

ｆａｉｒｙ 雑貨 ポッポアベニュー

ＳＯＲＴ（ｿｰﾄ） アクセサリー ポッポアベニュー

アクセサリー多売来安 アクセサリー販売 ポッポアベニュー

うどん天国 うどん ポッポアベニュー

エルカモン 洋装雑貨 ポッポアベニュー

おむすび十番 食品 ポッポアベニュー

ｺｰﾋｰ&ｽﾃｰｼﾞ サントス カラオケ喫茶 ポッポアベニュー

サン・ロード 時計　宝石 ポッポアベニュー

スグクル薬局 薬局 ポッポアベニュー

セレクトスタイル 婦人肌着 ポッポアベニュー

テングヤ 袋物 ポッポアベニュー

ビタミン薬局 薬局 ポッポアベニュー

ふくや洋品店 婦人服 ポッポアベニュー

ブティク　らん 婦人服 ポッポアベニュー

ブルーアンドベルズ 婦人服 ポッポアベニュー

マルタマ 紳士洋品 ポッポアベニュー

メガネのオザキ 眼鏡 ポッポアベニュー

メンズウェアＭＩＴＳＵＹＡ（ﾐﾂﾔ） 紳士服 ポッポアベニュー

ﾒﾝｽﾞｼｮｯﾌﾟミヤケ 紳士洋品 ポッポアベニュー

ﾚﾃﾞｨｰｽｼｮｯﾌﾟ　ミマツ 婦人服 ポッポアベニュー

楽楽園 米野菜果物販売 ポッポアベニュー



㈱栄井商店 婦人服 ポッポアベニュー

住まいるライフ 住設機器販売 ポッポアベニュー

松屋うどん店 うどん ポッポアベニュー

大きいサイズの店　びあん 婦人服 ポッポアベニュー

田中手芸　ポッポ店 手芸品 ポッポアベニュー

布施薬局 薬局 ポッポアベニュー

エビス昆布内田商店 昆布 みやこ町商店会

キヨシマ洋装店 衣料品 みやこ町商店会

ダイム 衣料品販売 みやこ町商店会

トクヤ 靴下 みやこ町商店会

なんば整骨医院 整骨院 みやこ町商店会

ばらの木 雑貨 みやこ町商店会

ファッションハウス　ビビット 衣料販売 みやこ町商店会

ブティックアムール 婦人服 みやこ町商店会

ヘアー・サロン　ナオ 美容 みやこ町商店会

ラ・プペ 衣料品 みやこ町商店会

ワコールショップつちやま 下着 みやこ町商店会

居酒屋スマイル酒場 居酒屋 みやこ町商店会

山忠履物店 履物 みやこ町商店会

寺田商店 塩干 みやこ町商店会

徳山食品 食料品 みやこ町商店会

酉八 紙と書 みやこ町商店会

布施ペット南店 ペット みやこ町商店会

布施べにや 化粧品 みやこ町商店会

福田陶器店 陶磁器 みやこ町商店会

味一番 たこ焼き みやこ町商店会

木下青果 青果 みやこ町商店会

いいむれ時計店 時計 永和駅前商店会

シャンティー 永和駅前商店会

モモヤ　永和店 菓子製造 永和駅前商店会

居酒屋　てっぴん 飲食 永和駅前商店会

有限会社　美多加クリーニング クリーニング 永和駅前商店会

荒川商店 永和駅前商店会

あんにょん 韓国食材 広小路東商店会

イトマンブライダルレンタル レンタル 広小路東商店会

お好みばる お好み焼き 広小路東商店会

こまや呉服店 呉服 広小路東商店会

コンタクトレンズギャラリー布施店 コンタクトレンズ 広小路東商店会

サンクス布施広小路店 コンビニ 広小路東商店会

タナカ ガス器具 広小路東商店会

ビストロ・グラン・パパ 西洋料理 広小路東商店会

ブティックラーゴ 婦人服 広小路東商店会

ラビットショップ クリーニング 広小路東商店会

㈱ヒバリヤ書店 書籍 広小路東商店会

㈱メガネスーパー　布施店 眼鏡 広小路東商店会

大海庵 広小路東商店会

鶴屋 食料品 広小路東商店会

宝石　時計　きたむら 宝石時計 広小路東商店会

ＦＲＥＤＤＹ 古着 広小路南商店会

オホーツク 乾物 広小路南商店会

オランジュ リサイクル 広小路南商店会

ガブガブ 衣料品 広小路南商店会

コトブキ薬局 薬局 広小路南商店会

せいちゃん 広小路南商店会

まつばすし 寿司 広小路南商店会

一刻館 古書籍 広小路南商店会



下村時計店 宝石時計 広小路南商店会

割烹　彦八 居酒屋 広小路南商店会

丸広商店 室内装飾 広小路南商店会

喫茶　蘭 喫茶 広小路南商店会

居酒家　房 居酒屋 広小路南商店会

告知社 広小路南商店会

焼鳥　大吉 焼き鳥 広小路南商店会

西光園 焼肉 広小路南商店会

創采酒房　あんど 居酒屋 広小路南商店会

太田お好み焼き お好み焼き 広小路南商店会

東大阪ウインド 硝子 広小路南商店会

野口袋物店 袋物 広小路南商店会

すし処 庵 寿司 東大阪市布施二条通り商店会

たまりやタバコ店 タバコ 東大阪市布施二条通り商店会

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴｲｼﾞﾌﾘｰ介護ﾁｪｰﾝふせ 介護 東大阪市布施二条通り商店会

喫茶　ピエロ 喫茶 東大阪市布施二条通り商店会

焼肉レストラン錦城 焼肉 東大阪市布施二条通り商店会

石田美容院 美容 東大阪市布施二条通り商店会

日進食堂 食堂 東大阪市布施二条通り商店会

模型の店えびすや 模型 東大阪市布施二条通り商店会

(有)大西商店 和洋酒 東大阪市布施本町通ｸﾞﾘｰﾝの町中央会

100円ｼｮｯﾌﾟとまと 雑貨 東大阪市布施本町通ｸﾞﾘｰﾝの町中央会

エンゼル 婦人下着 東大阪市布施本町通ｸﾞﾘｰﾝの町中央会

グラフ 婦人服 東大阪市布施本町通ｸﾞﾘｰﾝの町中央会

ｼﾞｭｴﾘｰ いはら 宝石時計 東大阪市布施本町通ｸﾞﾘｰﾝの町中央会

ｽｨｰﾄﾌﾙｰﾂｼｮｯﾌﾟMASUZAWA 果物 東大阪市布施本町通ｸﾞﾘｰﾝの町中央会

とうふの里 豆腐 東大阪市布施本町通ｸﾞﾘｰﾝの町中央会

ミスＫ 婦人服 東大阪市布施本町通ｸﾞﾘｰﾝの町中央会

伊勢家 和菓子 東大阪市布施本町通ｸﾞﾘｰﾝの町中央会

㈱畑中洋服店 紳士服 東大阪市布施本町通ｸﾞﾘｰﾝの町中央会

太井青果㈱ 青果 東大阪市布施本町通ｸﾞﾘｰﾝの町中央会

婦人服とらや 婦人服 東大阪市布施本町通ｸﾞﾘｰﾝの町中央会

ＰＣプラザ　マリモ パソコン 東大阪布施広小路商店街（振）

ＳＨＯＰみなみ 事務用品 東大阪布施広小路商店街（振）

アサダ薬局 薬局 東大阪布施広小路商店街（振）

カードギンダム　布施店 東大阪布施広小路商店街（振）

かばん　つじい 鞄 東大阪布施広小路商店街（振）

レディースショップスギムラ 婦人服 東大阪布施広小路商店街（振）

金太郎パン パン 東大阪布施広小路商店街（振）

黒田屋時計店 宝石時計 東大阪布施広小路商店街（振）

松井福助堂 文具 東大阪布施広小路商店街（振）

肌着の店　ならや 衣料品 東大阪布施広小路商店街（振）

八百勝商店 青果 東大阪布施広小路商店街（振）

木村美賞堂 宝石時計 東大阪布施広小路商店街（振）

ＲＯＢＡＴＡえべっさん 炉辺焼 東大阪布施商店街（振）

ＳＵＮ 婦人服 東大阪布施商店街（振）

あじ処　ひろしま 食堂 東大阪布施商店街（振）

イシガミ 宝石時計 東大阪布施商店街（振）

いち家 居酒屋 東大阪布施商店街（振）

お好み焼き・南禅 お好み焼き 東大阪布施商店街（振）

カットスタジオ　プリマヴェラ 美容 東大阪布施商店街（振）

カフェド・ルワンジュ布施店 喫茶 東大阪布施商店街（振）

がんこや呉服店 呉服 東大阪布施商店街（振）

きゃべつ お好み焼き 東大阪布施商店街（振）

コーヒーフェアサカグチ 喫茶 東大阪布施商店街（振）

だいいちろう 中華 東大阪布施商店街（振）



ちどり亭　布施店 飲食 東大阪布施商店街（振）

バルマル・エスパーニャ 食事 東大阪布施商店街（振）

ﾋﾞｭﾃｨｰﾌﾟﾛﾃﾞｭ-ｽ祇園 美容 東大阪布施商店街（振）

ヘアーサロン　コマツ 理容 東大阪布施商店街（振）

ミドー布施本店 カメラ 東大阪布施商店街（振）

ミニハウスコーポレーション 雑貨 東大阪布施商店街（振）

メガネのイシガミ布施店 眼鏡 東大阪布施商店街（振）

ヤマオ 宝くじ 東大阪布施商店街（振）

花月すし 寿司 東大阪布施商店街（振）

割ぽう　いちかわ 和食 東大阪布施商店街（振）

韓菜月 東大阪布施商店街（振）

喜久屋 居酒屋 東大阪布施商店街（振）

居酒屋　淡路屋 東大阪布施商店街（振）

香川薬店 薬局 東大阪布施商店街（振）

小西酒店 酒類 東大阪布施商店街（振）

大源 東大阪布施商店街（振）

大黒堂 食堂 東大阪布施商店街（振）

如月 東大阪布施商店街（振）

浜富寿し 寿司 東大阪布施商店街（振）

布施風月 お好み焼き 東大阪布施商店街（振）

平田商店 酒類 東大阪布施商店街（振）

夢屋鳥衞門 焼き鳥 東大阪布施商店街（振）

立呑み処　なごみ 東大阪布施商店街（振）

ＨＡＮＡＹＡ 生花 東大阪布施本町商店街（振）

アウトレット・アン アウトレット 東大阪布施本町商店街（振）

うなぎ　もりや 食料品 東大阪布施本町商店街（振）

おもちゃ館　カツラヤ 玩具 東大阪布施本町商店街（振）

おりーぶ 衣料雑貨 東大阪布施本町商店街（振）

カナヤ 東大阪布施本町商店街（振）

キシヤ衣料 婦人服 東大阪布施本町商店街（振）

きもの天国 呉服 東大阪布施本町商店街（振）

くつしたの店 コポ 靴下 東大阪布施本町商店街（振）

こぐま 東大阪布施本町商店街（振）

こっけい 鶏肉 東大阪布施本町商店街（振）

さかもと 東大阪布施本町商店街（振）

サニヤン お好み焼き 東大阪布施本町商店街（振）

しまおか呉服店 婦人服 東大阪布施本町商店街（振）

シューズショップ５５ シューズ製造販売 東大阪布施本町商店街（振）

セプドール 東大阪布施本町商店街（振）

ナンバーワン布施薬店 薬局 東大阪布施本町商店街（振）

ピックアップ 東大阪布施本町商店街（振）

ヒツジヤ 傘 東大阪布施本町商店街（振）

フランス料理 パパノエル レストラン 東大阪布施本町商店街（振）

モード・ジュエン 婦人服 東大阪布施本町商店街（振）

やまじん食肉 精肉 東大阪布施本町商店街（振）

ライト眼鏡院 眼鏡 東大阪布施本町商店街（振）

レディース  たけはた 婦人服 東大阪布施本町商店街（振）

レディースショップ初 婦人服 東大阪布施本町商店街（振）

ﾚﾃﾞｨｰｽﾌｧｯｼｮﾝ　ミミ 婦人服 東大阪布施本町商店街（振）

㈱マルヒふとん店 寝具 東大阪布施本町商店街（振）

喜村屋 喫茶 東大阪布施本町商店街（振）

吉田家具店 家具 東大阪布施本町商店街（振）

喫茶モア商店 喫茶 東大阪布施本町商店街（振）

山形屋 食堂 東大阪布施本町商店街（振）

柴田ミシン商会 ミシン 東大阪布施本町商店街（振）

松田書店 書籍 東大阪布施本町商店街（振）



森田洋服店 紳士服 東大阪布施本町商店街（振）

美容室　Ｐｕｒｅ 美容 東大阪布施本町商店街（振）

婦人洋品　きのした 婦人服 東大阪布施本町商店街（振）

福 服 東大阪布施本町商店街（振）

福寿司 寿司 東大阪布施本町商店街（振）

宝石時計　永畑 宝石時計 東大阪布施本町商店街（振）

本町薬局 薬局 東大阪布施本町商店街（振）

本不二屋 昆布 東大阪布施本町商店街（振）

(有)モモヤ 和菓子 布施一条通り商店会

クローバー化粧品店 化粧品 布施一条通り商店会

タイランド布施店 マッサージ 布施一条通り商店会

ブックアイランド東大阪布施店 古本 布施一条通り商店会

紀の国屋洋食店 食堂 布施一条通り商店会

元禄産業株式会社(元禄寿司) 寿司 布施一条通り商店会

東口商店 額縁絵画 布施一条通り商店会

The Blues (ｻﾞ･ﾌﾞﾙｰｽ) ジーンズショップ 布施駅北部三番街商店街（振）

アニュー布施 自然食品 布施駅北部三番街商店街（振）

お好みハウス　だいふく お好み焼き 布施駅北部三番街商店街（振）

ｶﾞｸﾌﾞﾁの大和 東大阪店 額縁絵画 布施駅北部三番街商店街（振）

サークル　布施店 雑貨 布施駅北部三番街商店街（振）

セキヤ帽子店 帽子 布施駅北部三番街商店街（振）

タナカ ガス器具販売 布施駅北部三番街商店街（振）

まるみ洋品店 紳士服 布施駅北部三番街商店街（振）

ユージン 雑貨 布施駅北部三番街商店街（振）

㈱三喜屋 玩具 布施駅北部三番街商店街（振）

岩崎酒店 酒類 布施駅北部三番街商店街（振）

守屋整骨院 整骨院 布施駅北部三番街商店街（振）

大丸屋 居酒屋 布施駅北部三番街商店街（振）

竹薬師堂薬局 薬局 布施駅北部三番街商店街（振）

中島文具店 文具 布施駅北部三番街商店街（振）

来々軒 中華 布施駅北部三番街商店街（振）

あかつき洋装店 婦人服 布施駅北部四番街商店街（振）

クリーニングこがね クリーニング 布施駅北部四番街商店街（振）

さくら整骨院 整骨院 布施駅北部四番街商店街（振）

スギムラ 婦人服 布施駅北部四番街商店街（振）

ﾄﾗﾝｽﾌｧｰ ミマ パン 布施駅北部四番街商店街（振）

のとや豆腐店 豆腐 布施駅北部四番街商店街（振）

やまと生花店 生花 布施駅北部四番街商店街（振）

ﾘﾋﾞﾝｸﾞｼｮｯﾌﾟひがしだ 雑貨 布施駅北部四番街商店街（振）

岡田たばこ店 タバコ 布施駅北部四番街商店街（振）

加茂ふとん店 寝具 布施駅北部四番街商店街（振）

㈱朝日堂 和菓子 布施駅北部四番街商店街（振）

丸十 呉服 布施駅北部四番街商店街（振）

京屋輪業 自転車 布施駅北部四番街商店街（振）

写真のマキ 写真 布施駅北部四番街商店街（振）

織田商店 青果 布施駅北部四番街商店街（振）

心座 美容室 布施駅北部四番街商店街（振）

石川食品 味噌漬物 布施駅北部四番街商店街（振）

前川園芸 園芸 布施駅北部四番街商店街（振）

大八青果 青物果物 布施駅北部四番街商店街（振）

巽ミシン商会 ミシン 布施駅北部四番街商店街（振）

鳥しげ 鶏肉販売 布施駅北部四番街商店街（振）

東野商店 鮮魚 布施駅北部四番街商店街（振）

冨士薬局 薬局 布施駅北部四番街商店街（振）

平野書店 書籍 布施駅北部四番街商店街（振）



悠々亭 焼肉 布施駅北部四番街商店街（振）

珈琲専門店タムラ 喫茶 布施駅北部四番街商店街（振）

(有)すし富 寿司 布施駅北部二番街商店街（振）

Ｋ’ｓ美人増強計画 美容 布施駅北部二番街商店街（振）

アジアン雑貨の店　ガル－ダ 雑貨 布施駅北部二番街商店街（振）

カフェ・サントノーレ 喫茶 布施駅北部二番街商店街（振）

キャベツ焼き（西尾食品） お好み焼き 布施駅北部二番街商店街（振）

クレアホール・ふせ レンタルホール 布施駅北部二番街商店街（振）

タカラブネ布施店 菓子 布施駅北部二番街商店街（振）

ファミリーマート コンビに 布施駅北部二番街商店街（振）

ミカサカメラ カメラ 布施駅北部二番街商店街（振）

一番館 雑貨 布施駅北部二番街商店街（振）

博多もつ鍋やす永 もつ鍋 布施駅北部二番街商店街（振）

布袋蛸 たこ焼き 布施駅北部二番街商店街（振）

澤田生花店 生花 布施駅北部二番街商店街（振）

餃子の王将・布施店 中華 布施駅北部二番街商店街（振）

菓子処　とらや 和菓子 布施四条大成会

アヴェニューあさひ 電気製品 布施電化商店会

アミューズモリデン株式会社 家電 布施電化商店会

エアコンプロセンター 家電 布施電化商店会

カトウ電器 家電 布施電化商店会

高木電器商会 家電 布施電化商店会

三晃電気商会 家電 布施電化商店会

寺尾電化サービス 家電 布施電化商店会

辻本産業 家電 布施電化商店会

富士商会 家電 布施電化商店会

布施電業社 家電 布施電化商店会

堀電機ネットワークシステム 家電 布施電化商店会

有限会社イオテクノ 家電 布施電化商店会

スギ薬局　布施店 薬局 (株)スギ薬局

ハッピーホーム　永和店 不動産 ハッピーホーム

ﾎｰﾑﾒｲﾄFC高井田中央ハッピーホーム 不動産 ハッピーホーム

ﾎｰﾑﾒｲﾄﾞFC布施店ハッピーホーム 不動産 ハッピーホーム

サト　岸田堂店 ファミレス レストランさと

サト　布施長堂店 ファミレス レストランさと

サト　布施店 ファミレス レストランさと

ＡＲＲＯＮＤＩ アジアン雑貨 ロンモール布施名店会

ＡＶＥＮＵＥ 婦人服 ロンモール布施名店会

Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｗｏｒｌｄ 化石・鉱物・天然石ロンモール布施名店会

Ｄａｎｃｅ　Ｃｕｂｉｃ 婦人服 ロンモール布施名店会

ＬＣ　ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ 婦人服 ロンモール布施名店会

ＮＡＮＯＨＡＮＡ 婦人服 ロンモール布施名店会

ＮＣカフェ 喫茶 ロンモール布施名店会

ＯＶＥＲＦＬＯＷ 婦人服 ロンモール布施名店会

Ｐｕｒｅ　Ｎａｉｌ ネイルサロン ロンモール布施名店会

Ｒ＆Ｋ 婦人服 ロンモール布施名店会

ＳＨＩＦＴ 婦人服 ロンモール布施名店会

Ｔｉｒａ 婦人服 ロンモール布施名店会

イシガミ ﾛﾝﾓｰﾙ店 宝石時計 ロンモール布施名店会

ヴィト・フランス 喫茶 ロンモール布施名店会

エゼヴィー 下着 ロンモール布施名店会

カフェカバリエ布施 喫茶 ロンモール布施名店会

カフェブリチェ 喫茶 ロンモール布施名店会

シューズギャラリー　ロマン 靴 ロンモール布施名店会

スギムラ化粧品店 化粧品 ロンモール布施名店会

セカンド　ワードローブ 婦人服 ロンモール布施名店会



トゥル・ワース 服飾雑貨 ロンモール布施名店会

ドラッグセガミ ﾛﾝﾓｰﾙ 薬店 ロンモール布施名店会

トントンキシオカ 靴修理・合鍵 ロンモール布施名店会

ヒバリヤ書店 ﾛﾝﾓｰﾙ店 書籍 ロンモール布施名店会

ファイテンショップロンモール布施店 健康器具 ロンモール布施名店会

フセ眼鏡 眼鏡 ロンモール布施名店会

ホワイト　パリ 婦人服 ロンモール布施名店会

ミヤコ布施店 音楽ソフト ロンモール布施名店会

モ・ア 喫茶 ロンモール布施名店会

やまと 呉服 ロンモール布施名店会

ヤマトウェルネス リラクゼーション ロンモール布施名店会

銀座屋 婦人服 ロンモール布施名店会

大黒屋 うどん ロンモール布施名店会

八雲カメラ カメラ ロンモール布施名店会

洋服のリフォ－ム工房 洋服修理 ロンモール布施名店会

珈琲珈房 喫茶 ロンモール布施名店会

Ｇプラザ 雑貨 ロンモール布施名店会

藤澤整骨院 整骨院 大阪府柔道整復師会

飛田整骨院 整骨院 大阪府柔道整復師会

エース珈琲店 喫茶 東大阪市四条通り西商店会

シューズ・マルイ 靴 東大阪市四条通り西商店会

理容　ミツル 理容 東大阪市四条通り西商店会

かっぱ寿司 寿司 東大阪料飲宿連合会

ゾロ 食事 東大阪料飲宿連合会

料亭　若葉 和食 東大阪料飲宿連合会

アジロ美粧院 美容 非加盟店・個店

オートサイクル　ヤマダ 自転車 非加盟店・個店

ｻｲｸﾙﾗﾝﾄﾞ ナニワ 布施店 自転車 非加盟店・個店

ときわ食堂 食堂 非加盟店・個店

フルーツショップ松井 果物 非加盟店・個店

マルマサイクル 自転車販売・修理 非加盟店・個店

ミツワサイクル 自転車 非加盟店・個店

みどりや 非加盟店・個店

加茂　輪業社 自転車 非加盟店・個店

㈱二両半 ラーメン 非加盟店・個店

庄田寝具店 寝具 非加盟店・個店

石塚商店 漬物 非加盟店・個店

炭火焼肉む～さん 焼肉店 非加盟店・個店

東野牛乳店 牛乳 非加盟店・個店

日産レンタカー　東大阪高井田店 レンタカー 非加盟店・個店

美多加クリーニング クリーニング 非加盟店・個店

宝石　時計のヤマグチ 宝石時計 非加盟店・個店

フセデン 家電 布施駅北口駅前通り商店会

谷岡文伸堂 文具 布施駅北口駅前通り商店会

ｶｯﾄｻﾛﾝ リヴァプール 理容 布施理容組合

フッションハウスアップル 理容 布施理容組合

ﾍｱｰｻﾛﾝ タカマツ 理容 布施理容組合

その他地区
登録店名 業種名 所属団体

(有)共伸サービス 運送 非加盟店・個店

ねずみchu　chu 非加盟店・個店

ファッション＆雑貨　ＣＯＣＯ 衣料 非加盟店・個店

東大阪市役所まいど１１ 役所 非加盟店・個店

美容室　テンハンドレッド 美容室 非加盟店・個店
ケンタッキーフライドチキン長田中央大通り店 ケンタッキー 非加盟店・個店



ファイン健康堂 化粧品　健康食品 小若江商店会

スギ薬局　渋川店 薬局 (株)スギ薬局

Ｄｅａｒ　Ｄ クレープ 近大前商店会

ｂｕｐｕｒｅ ぶぷれ 生花 非加盟店・個店

お好み焼き　偶　吉田駅前店 お好み焼き 非加盟店・個店

かに道楽　東大阪店 非加盟店・個店

シャ・ノワール吉田店 洋菓子販売 非加盟店・個店

シャ・ノワール高井田店 洋菓子販売 非加盟店・個店

シャ・ノワール東大阪店 洋菓子販売 非加盟店・個店

ジャパニーズレストラン　おかん 非加盟店・個店

デイリーヤマザキ東大阪稲田店 コンビニ 非加盟店・個店

デイリーヤマザキ東大阪荒本店 コンビニ 非加盟店・個店

びっくりドンキー高井田店 非加盟店・個店

フラワープロデュース咲咲 生花小売 非加盟店・個店

フローレ花ぐるま 花 非加盟店・個店

ラーメン横綱　東大阪店 非加盟店・個店

リカーランドドリーム新家店 酒類 非加盟店・個店

リンガーハット東大阪西堤店 非加盟店・個店

横枕　奴寿司 すし店 非加盟店・個店

荒本食堂 食堂 非加盟店・個店

焼肉韓流鉄板鍋すずらん 焼肉 非加盟店・個店

酔虎伝　吉田店 居酒屋 非加盟店・個店

創作小料理　しずる 非加盟店・個店

大阪王将荒本店 中華料理 非加盟店・個店

炭火焼肉牧場サカエ屋 焼肉 非加盟店・個店

天ぷら芳肴　大喜 日本料理 非加盟店・個店

東大阪松栄丸 非加盟店・個店

八剣伝　荒本駅前店 居酒屋 非加盟店・個店

八剣伝　高井田駅前店 居酒屋 非加盟店・個店

本家かまどや中新開店 弁当 非加盟店・個店

本格炭火焼肉チャコール神戸　荒本店 焼肉 非加盟店・個店

有限会社　半田風呂住設 住設 非加盟店・個店


