
大阪市都島区
８０１ ｓｔｅｐ 大阪市都島区大東町2-2-2
昇龍軒 大阪市都島区高倉町1-7-2
(有)ホームアリーナ 大阪市都島区御幸町1-8-4ｽﾏｲﾙﾊﾟﾚｽ1F
ホームセンター　コーナン　都島店 大阪市都島区内代町2-5-27
関西スーパー内代店 大阪市都島区内代町2-4-12
ファミリーマート都島北通店 大阪市都島区都島北通1-4-21-101
関西スーパー善源寺店 大阪市都島区善源寺町2-2-22
エステｇｒｅｅｎ 大阪市都島区友渕町2-2-15サンロイヤルみやこ1Ｆ
なかじま歯科 大阪市都島区友渕町1-6-3ﾉｰｽｳｨﾝｸﾞ1階
原医院 大阪市都島区都島本通3-1-5
もとはら歯科クリニック 大阪市都島区都島本通3-24-7
ポーラ ザ ビューティ都島店 大阪市都島区都島本通1-6-11
すらっとkeep 大阪市都島区都島本通2-5-9-204
ゆーでるらんど都 大阪市都島区都島中通3-3-25
東朋病院 大阪市都島区都島南通2-8-9
弁当小僧　京橋本店 大阪市都島区都島南通2-5-17
ＧＩＲＡＦＦＥ（ジラフ）  京橋東口店 大阪市都島区東野田町2-4-14
㈱栄商会　京橋ガスセンター 大阪市都島区東野田3-12-12
コミックバスターＮＯＡＨ５５京橋店 大阪市都島区東野田町2-9-23B2
アンスリー京橋片町口店 大阪市都島区東野田町2-1-38
住宅情報ギャラリー (有)ホームメイド 大阪市都島区東野田町5-2-3
Ｎａｉｌ　９１９ 大阪市都島区片町2-4-5　京橋駅前ﾋﾞﾙ1階3号
澤田歯科医院 大阪市都島区網島町8-30
ワールドリカー  桜ノ宮 大阪市都島区中野町3-10-8
大阪市旭区
串かつ　あるる 大阪市旭区大宮2-27-12
ブリヂストンスポールアリーナ㈱ 大阪市旭区大宮1-1-5
大阪市立旭図書館 大阪市旭区中宮1-11-4
やました歯科 大阪市旭区中宮1-12-25
食品館アプロ中宮店 大阪市旭区中宮2-15-10
ＦＬＥＴ’Ｓ　赤川店 大阪市旭区赤川3-3-32
Hana 大阪市旭区千林2-14-22ﾛｲﾔﾙｼﾃｨ208
ニューマルシェ 大阪市旭区千林2-12-7
ＬＡＷＳＯＮ  ＳＴＯＲＥ100  森小路店 大阪市旭区森小路1-8-6ﾒｿﾞﾝｸﾞﾘｰﾝ森小路
井口診療所 大阪市旭区森小路2-18-4
梅嵜クリニック 大阪市旭区清水5-13-22
クリーニング谷口　清水店 大阪市旭区清水3-7-27
中本医院 大阪市旭区新森3-16-10
ぎん動物病院 大阪市旭区新森4-6-21
食品館アプロ新森店 大阪市旭区新森2-17-14
シカゴ 大阪市旭区高殿2-14-12
大阪市立旭スポーツセンター 大阪市旭区高殿5-3-25
たろう歯科ｸﾘﾆｯｸ 大阪市旭区高殿4-7-12
ダンススペース　YOU&I 大阪市旭区高殿7-18-6小川建設ビル2F
まるとく市場 はやし 高殿店 大阪市旭区高殿4-14-30
大阪市城東区
大阪府済生会野江病院 大阪市城東区古市1-3-25
すみれ医院 大阪市城東区古市1-20-85
食品館アプロ城東店 大阪市城東区古市1-12-4
関西スーパー古市店 大阪市城東区古市1-10-1
ﾋｰﾘﾝｸﾞｻﾛﾝ・サンライズ 大阪市城東区今福東1‐10-5
ｱﾒﾘｶﾝﾗﾝｹﾞｰｼﾞｽｸｰﾙ　鶴見校 大阪市城東区今福東2‐7‐26泰平ﾋﾞﾙ202
tante 大阪市城東区今福東1‐6‐11
ハロー今福ボウル 大阪市城東区今福東1-9-10
セガワールド  今福 大阪市城東区今福東1-9-34
ａｕショップ　今福鶴見 大阪市城東区今福東1-14-12
カットマン城東店 大阪市城東区今福東1-4-22ｷｬｯｽﾙﾎﾃﾙ1番館1F
関西スーパー 今福店 大阪市城東区今福東2-15-20



Kid's US.LAND イズミヤ今福店 大阪市城東区今福東1-10-5イズミヤ4F
城東診療所 大阪市城東区今福西1-1-30
ＳｅｌＮａ・ｔｕｒ 大阪市城東区今福西4-1-17ﾙﾐｴｰﾙ壱番館1F
びゅうスポット 大阪市城東区今福西1-7-17
喫茶　ＣＨＡ-ＣＨＡ 大阪市城東区今福西1-10-1
関西スーパー蒲生店 大阪市城東区今福西3-2-24
ホットライン 大阪市城東区中央1-2-3
マック体操クラブ　京橋 大阪市城東区中央1-2-23京橋ﾊｲﾂ1F
中央薬局 大阪市城東区中央1-8-20
村口クリニック 大阪市城東区野江4-1-8ｺｽﾓﾃｰﾙ城北1階
本田整形外科内科 大阪市城東区野江3-12-28
ファミリーマート  成育5丁目店 大阪市城東区成育5-9-15
ストーク京阪　野江 大阪市城東区成育2-2-2
ファミリーマート 関目駅前店 大阪市城東区成育5-23-12
らくしょう 関目高殿駅前店 大阪市城東区成育5-23-2パークプラザ森小路105
ウエヤス 大阪市城東区関目3-14-11
松下書店 大阪市城東区関目3-3-15関目商店街
コスモ映像  城東店 大阪市城東区関目5-14-32
ｃｕｔ ｓａｌｏｎ ＴＡＫＡＢＥ 大阪市城東区関目4-13-10
ホワイト急便 関目店 大阪市城東区関目1-12-4
野口医院 大阪市城東区関目3-13-1
千原歯科医院 大阪市城東区関目2-7-10
コーナン　関目店 大阪市城東区関目1-4-1
くすりのライフ 大阪市城東区関目1-19-4
(株)コノミヤ  鴫野店 大阪市城東区鴫野東3-1-19
小島整形外科 大阪市城東区鴫野東1-13-12鴫野かぼくビル
パールランド 大阪市城東区蒲生3-15-42階
きたがき歯科 大阪市城東区蒲生2-3-29ﾍﾟﾙｿﾅⅠ-101
大阪市鶴見区
医療法人葉月会　吉田クリニック 大阪市鶴見区茨田大宮2-7-10
ロッテリア　三井アウトレットパーク大阪鶴見 大阪市鶴見区茨田大宮2-7-70
いちば歯科医院 大阪市鶴見区浜2-5-5ﾊﾟｰｸﾘｯｼﾞ現代１階
志なのや 鶴見店 大阪市鶴見区浜2-1-29
食品館アプロ　鶴見店 大阪市鶴見区焼野2-2-18
城東病院 大阪市鶴見区放出東2-11-22
ゆめなごみヘルパーステーション 大阪市鶴見区放出東3-14-16
あん福 大阪市鶴見区放出東3-22-27
上杉謙信堂薬店 大阪市鶴見区放出東3-6-2
㈱近江屋 大阪市鶴見区放出東3-22-27
よしだ歯科クリニック 大阪市鶴見区諸口4-14-8
浜不動産 大阪市鶴見区諸口5-14-12
株式会社フルーロン 大阪市鶴見区諸口5-6-15
アベニューＫ 大阪市鶴見区横堤2-23-7ＮＹＰビルＢ1
大阪市立鶴見図書館 大阪市鶴見区横堤5-3-15鶴見区民ｾﾝﾀｰ1階
（医）仁和会 和田病院 大阪市鶴見区横堤3-10-18（1階・2階)
ゆん歯科クリニック 大阪市鶴見区横堤4-20-21
花博ささき歯科 大阪市鶴見区横堤4-25-5
上田歯科医院 大阪市鶴見区横堤3-10-19
昇龍軒 大阪市鶴見区横堤1-11-45
酒＆業務ｽｰﾊﾟｰ　ガリバー鶴見緑地店 大阪市鶴見区横堤3-9-22
Ｈａｉｒ  Ｓａｌｏｎ  ＫＯＮＡＫＡ 大阪市鶴見区鶴見4-4-16
ファミリーマート  鶴見5丁目店 大阪市鶴見区鶴見5-7-12
フィットネスクラブ  コスパ鶴見緑地 大阪市鶴見区鶴見5-10-30
食問屋　やまと屋 鶴見店 大阪市鶴見区鶴見6-10-16
タイヤ館　花博鶴見 大阪市鶴見区鶴見6-5-32
㈱ケーズホーム 大阪市鶴見区鶴見5-1-10
守口市
Grace　ｔｏｔａｌ　Ｂｅａｕｔｙ 守口市佐太中町6-36-3ﾘｰﾌﾊｲﾂ101
ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ　ｻｰﾊﾞ　守口佐太中町店 守口市佐太中町6-22-1



大阪トヨペット 守口市大日町1-5-18
キコーナ 守口店 守口市大日町2-1-12
デイリーヤマザキ　守口大日駅前店 守口市大日町2-82-22
㈲ビューティーサロン・クジャク 守口市八雲西町2‐12‐9
ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄFC守口大庭店 守口市大庭町1-1-3
㈱　コノミヤ　守口店 守口市金田町1‐72‐28
キリン堂　守口店 守口市大久保町3-34-14
ファミリーマート守口藤田一丁目店 守口市藤田町1-55-15
㈱アカカベ藤田町店 守口市藤田町1-43-17
食品館アプロ守口藤田店 守口市藤田町2-10-16
守口自動車教習所 守口市佐太東町1-3-12
ガリバー守口店 守口市佐太東1-33-8
ガリバー守口店 守口市佐太東1-33-8
ドコモショップ大日店 守口市佐太東町2-6-1ｼﾞｬｶﾞｰﾀｳﾝｳｴｽﾄﾋﾞﾙ
㈱アカカベ守口店 守口市佐太東町1-38-9
にしだ鍼灸整骨院新即売 守口市竜田通1-6-5-103
クリーニング谷口　桜通店 守口市桜町9-1
（有）レアール・ツダ 守口市本町1-4-7
文禄亭 守口市本町1-2-10
ファミリーマートＦＣ菊水通二丁目店 守口市菊水通2‐8‐14
ファミリーマートＦＣ守口西郷通店 守口市西郷通2-8-20
関西スーパー西郷店 守口市西郷通2-11-14
ＴＯＭ　守口店 守口市大枝東町13‐19
ＴＳＵＴＡＹＡ　守口店 守口市河原町1‐13
㈱京阪不動産センター 守口市河原町10-15
京阪エル守口名店会　ヘアーメイクうえだ前 守口市河原町1-16　エル守口
テルプラザ 守口市河原町10-15　ﾃﾙﾌﾟﾗｻﾞ内
DハウスJARAN 守口市橋波西之町2-12-11コスモハイツ1階
宝書店　守口店 守口市寺方錦通1-2-5
ほっかほっか亭　南寺方店 守口市南寺方南通2-6-13
㈱アカカベ寺方店 守口市寺方本通3-1-5
クオール薬局　てらかた本通店 守口市寺方本通1-4-3
ＪｕｓｔインTime　守口店 守口市高瀬町1-3-8
やなぎ　守口店 守口市寺内町2‐7‐32
守口くらはし 守口市寺内2-6-7
ファミリーマートエル守口店 守口市寺内町2-2-9
ミニミニ　守口店 守口市寺内町2-7-5
ばってんまる 守口市寺内町2-9-26
バーニー動物病院 守口市滝井元町1-4-27
ｽｰﾌﾟとｵﾑﾚﾂ　Ｌａ－Ｆｒａｎｃｅ 守口市土居町8-13
ジャンボ 守口市土居町4-6
㈱ナカヤ 守口市金下町1-2-8
いっぷく亭 守口市金下町1-3-2
クリーニング谷口　本店 守口市豊秀町1-6-5
ドコモショップ　守口店 守口市京阪本通2-1-10
新福菜館 守口市京阪本通1-2-12
松下記念病院 守口市外島町5-55
大阪国際大学 守口市藤田町6-21-57
門真市
キリン堂　門真東店 門真市岸和田3-31-15
モスバーガー 門真岸和田店 門真市岸和田3-43-34
ロッテリア　門真ライフ店 門真市上島頭513‐2
有限会社　たつみや 門真市上島頭531-7
㈱アカカベ門真団地店 門真市上島頭530-2
ローソン門真南野口町店 門真市南野口町1-4
ＪｕｓｔインＴｉｍｅ　門真店 門真市上馬伏703-1
㈱アカカベ江端店 門真市東江端町10-36
ネットカフェ　グー 門真市脇田町17-10
チャウチャウ 門真市千石東38-24



杉岡歯科診療所 門真市千石東町2-26
アカカベ 門真三ツ島店 門真市大字三ツ島2266
トップワールド門真店 門真市舟田町35-22
ファミリーマート門真北島店 門真市北島683-1
ミスタータイヤマン HTS門真店 門真市北島584-2
大阪ガス　ｸｯｷﾝｸﾞｽｸｰﾙ古川橋 門真市末広町31-10
フィットネスクラブ　コ・ス・パ古川橋 門真市末広町31-10
イオン 古川橋駅前店 門真市末広町41-2
ガナパティ 門真市末広町27-3
セカンドストリート古川橋店 門真市寿町21-40
カーライセンススク－ル 門真市一番町12‐6
ミニストップ門真一番町店 門真市一番町21-1
ロッテリア　京阪古川橋駅店 門真市垣内町1‐20‐136
オートバックス 門真店 門真市柳田町5-6
コーナン　門真殿島店 門真市殿島町10-3
Bears 門真市向島町3-35
なにわ 門真市浜町24-6
アンスリー門真店 門真市松葉町316-1
乾　整骨院 門真市元町26-34
ヘアーブィック24 門真市宮野町2-2
郡山書店 門真市常称寺町17-14
アンスリー大和田店 門真市常称寺町201
ファミリーマート 大和田駅前店 門真市常称寺町19-19
ミライザカ　古川橋店 門真市幸福町4-22ヨシカネビル2階
トップワールド　古川橋店 門真市石原町24‐12
カフェ・ドージー 門真市石原町1-1
白菊温泉 門真市宮前町2-22
すき屋門真中央店 門真市大池町16-25
コーナン　門真大橋店 門真市大橋町27-35
常盤温泉 門真市常盤町20‐10
すまいる 門真市常盤町25-14
（医）トクリキ歯科 門真市常盤町6-16
ﾀｶﾗﾌﾞﾈ大和田店 門真市野里町1-28
ヘアワールド　C・P・C 門真市野里町8-1東ﾋﾞﾙ１Ｆ
ﾚﾝﾀﾙ&ﾌｫﾄｽﾀｼﾞｵ　リトルベアー 門真市野里町6-16
美容室 Pure 門真市野里町1-17
寝屋川市
ブックマーケット寝屋川香里店 寝屋川市明徳2-1-6
株式会社ぽぷら薬局 寝屋川市川勝町11-28
ビューティースペース グラッド 寝屋川市石津東町28-1HIビル1F
ホームズ寝屋川店 寝屋川市日新町3-15
亜土美容室 寝屋川市北大利町17-4
ﾚｺｰﾄﾞｼｮｯﾌﾟ　シロタ 寝屋川市池田旭町24-20池田府住前
大阪厚生信用金庫　寝屋川支店 寝屋川市池田西町9-7
ポタリーハウスしみず 寝屋川市東大利町12-21
トップワールド　黒原店 寝屋川市高柳7‐19‐11
ファミリーマート　寝屋川高柳二丁目店 寝屋川市高柳2-15-26
食品館アプロ寝屋川店 寝屋川市上神田2-21-7
Honey Bee (有)トータル・サポート・システムズ 寝屋川市下神田町33-14
アクバススポーツクラブ 寝屋川市下神田町28-1
摂津水都信用金庫寝屋川支店 寝屋川市黒原旭町15-1
第二サンヨー薬局 寝屋川市黒原旭町29-5
コーナン　寝屋川仁和寺店 寝屋川市仁和寺町20-11
古本市場　寝屋川店 寝屋川市仁和寺町32‐23
オートバックス 仁和寺 寝屋川市仁和寺町32-34
ローソン寝屋川太間東町店 寝屋川市太間東町24-5
湯元一丁　ねや寿の湯 寝屋川市池田中町32-22
㈱ツジオートセンター 寝屋川市葛原1-21-7
キングファミリー　寝屋川店 寝屋川市葛原1-23-8



玄品ふぐ　（香里園の関） 寝屋川市香里北之町2-2
フレスト　香里園店 寝屋川市香里南之町19‐17
フレッシュネスバーガー香里園店 寝屋川市香里南之町19-1
セントジョージ 寝屋川市香里南之町28-22
㈱コスモエステート香里園支店 寝屋川市香里南之町28-24ﾄｰｶﾝﾏﾝｼｮﾝ1F
㈱ティップネス香里園店 寝屋川市香里南之町30-18
カラオケ ビックエコー 香里園店 寝屋川市香里南之町21-20
トップワールド 香里園店 寝屋川市香里南之町27-8
JCカルチャー 寝屋川市香里新町21-12
本格焼肉　チファジャ 寝屋川市香里新町28-32ﾃｲｸ5ﾋﾞﾙ 5F
大阪香里自動車教習所 寝屋川市木屋町13-5
酒＆業務ｽｰﾊﾟｰ　ガリバー香里園店 寝屋川市木屋町1-8
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰｺｰﾅﾝ東寝屋川店 寝屋川市打上2029
ヘアースタジアムＢＯＢ 寝屋川市打上273-2
ウエルシア打上店 寝屋川市打上元町20-3
ローソン寝屋川大成店 寝屋川市大成町13-16
酒＆業務ｽｰﾊﾟｰ　ガリバー寝屋川本店 寝屋川市木田元宮1-28-10
アンスリー萱島店 寝屋川市萱島本町21-12
ホームセンターコーナン寝屋川昭栄店 寝屋川市昭栄町18-20
上新電機株式会社　ピットワン寝屋川店 寝屋川市昭栄町18-1
ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟ　ねやがわ 寝屋川市木田町3‐5
中村興文堂 寝屋川市早子町18‐4
フレスト　寝屋川店 寝屋川市早子町16‐10
ローソン早子町店 寝屋川市早子町20-22
アンスリー寝屋川店 寝屋川市早子町16-10
株式会社 キリン堂 東寝屋川店 寝屋川市打上中町11-6
枚方市
大東建託㈱　枚方支店 枚方市田口山1-21-10
㈱風の街　枚方店 枚方市出屋敷元町1-46-1
㈱カミタケモータース 枚方市池之宮2-30-6
ｾﾝﾁｭﾘｰ21 近畿住宅流通 枚方市池之宮2-2-15
ＨＡＩＲ　ＳＴＡＧＥ　ＪＡＤＥ 枚方市星丘2‐3‐29
カラオケ BAN BAN 枚方市星丘2-37-83F
天下一品 枚方店 枚方市星丘2-37-8西森ﾋﾞﾙ1Ｆ
M's　control 枚方市宮之阪2-2-5宮之阪ハイツ壱番館105
エル宮之阪 枚方市宮之阪1-9-39宮之阪ショッピングテラス内
宮之阪中央商店街振興組合　宮のサポ 枚方市宮之阪1-19-2
新・健康レストラン 然の膳 枚方市大垣内町1-4-32F
枚方交野交通安全協会 枚方市大垣内町2-16-14
医療法人 成育会　ひらかたＡＲＴクリニック 枚方市大垣内町2-17-13枚方洛元ビル ３Ｆ
スタジオ　Ｂｅ・ｇｉｎ 枚方市岡本町7‐1‐401ビオルネ４F
枚方イオン 枚方市岡本町7-1-203
ビオルネ 枚方市岡本町7-1
お好み焼　マツモト 枚方市岡東町12‐3‐308さんぷら座3F
アンスリー枚方店　（改札外店） 枚方市岡東町19-14
ホールセールクラブドン（山之上） 枚方市山之上東町6-1
メガネサロン　シック 枚方市宮之下町8-2
㈱アカカベ山之上店 枚方市山之上北町7-15
三代目　たくちゃん 枚方市伊加賀東町5‐30
ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ枚方公園駅前店 枚方市伊加賀東町2-37
枚方市公設市場  サンパーク 枚方市伊加賀東町6-8
食品館アプロ枚方店 枚方市伊加賀寿町12-1
Heth&grund 枚方市走谷1-8-10-102
カイロなかむら整体院 枚方市北中振3-5-6
㈱アカカベ出口店 枚方市出口1-2-3
コノミヤ 枚方店 枚方市伊加賀緑町1-15
ホームセンターコーナン茄子作南店 枚方市茄子作南町260-1
㈱アカカベ香里店 枚方市東香里南町3-12
ｽｰﾊﾟｰﾅｶｶﾞﾜ東香里店 枚方市東香里2-5-70



オートバックス 東香里 枚方市茄子作東町43-1
高虎屋 枚方市茄子作東町40
㈱アカカベ茄子作店 枚方市茄子作北町30-5
トップワールド香里ヶ丘店 枚方市香里ケ丘2-1-6
ローソン　香里ヶ丘さくら通り店 枚方市香里ケ丘5-6
香里が丘　CORiO 枚方市香里ケ丘4丁目2番3号２０１
ローソン枚方南中振２丁目店 枚方市南中振2-46-15
べいく堂 枚方市長尾家具町2-5-24
㈱アカシヤ長尾店 枚方市長尾台2-1-1
株式会社ヒットビット 枚方市長尾宮前2-22-26
㈱アカカベ津田店 枚方市津田北町1-1-1
ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄJR津田駅前店 枚方市津田駅前1-13-8-101
Very　Very 枚方市津田駅前1-13-82F
サンウォッシュ　津田駅前店 枚方市津田駅前1-16-1-107
Madder's Bar 津田駅前店 枚方市津田駅前1-13-10
高井病院 枚方市津田西町1-37-8
ペットショップ　ワンちゃん枚方店 枚方市春日西町2‐2‐1ロイヤルホームセンター枚方内
ホームセンターコーナン　枚方野村店 枚方市野村北町11-1
ローソン　枚方藤阪南二丁目店 枚方市藤阪南町2-3-1
来来亭　枚方藤阪店 枚方市藤阪南町2-3-3
珈琲館 枚方市藤阪南町2-3-5
生活協同組合ｵｵｻｶﾊﾟﾙｺｰﾌﾟながお店 枚方市長尾元町2-6-10
キリン堂　長尾店 枚方市長尾元町2-19-1
㈱アカカベ長尾元町店 枚方市長尾元町2-16-12
Red Crown 枚方市長尾元町5-20-7
㈱アカカベ長尾谷町店 枚方市長尾谷町2-510
大阪工業大学　情報科学部 枚方市北山1-79-1
ドコモショップ樟葉駅前店 枚方市南樟葉1-26-5ｸﾘｽﾀﾙﾊﾟﾚｽ中西1F
トップワールド 楠葉店 枚方市南楠葉1-15-20
心身楽々堂 枚方市町楠葉1-6-25寺山ﾋﾞﾙ102
㈱コノミヤ くずは店 枚方市楠葉朝日2-1-8-101
たこ焼き 居酒屋　楓 枚方市楠葉美咲3-22-1
ローソン　枚方東船橋店 枚方市東船橋1‐34
スーパーナカガワ　船橋店 枚方市東船橋1-16
水嶋書房　くずは店 枚方市楠葉花園町10-85
パルコープ西くずは店 枚方市西船橋1‐71‐5
美容工房 ハロ･ウィン 枚方市南船橋2-24-1
本家かまどや　牧野高校前店 枚方市養父東町52-30
フォレオひらかた 枚方市高野道1-20-10
極楽湯　枚方店 枚方市招提田近3-8-1
㈱コノミヤ　牧野店 枚方市養父丘1-3-41
ｽｰﾊﾟｰナカガワ　招提店 枚方市招提北町2-8-1
トップワールド 牧野店 枚方市宇山町7-25
ｽｰﾊﾟｰナカガワ　牧野店 枚方市牧野本町1-29-18
くらしハウス　まるてん牧野店 枚方市牧野阪2‐5‐23
三代目　たくちゃん　牧野店 枚方市牧野阪2‐7‐30
呑処・食べ処　楽 枚方市牧野阪2-10-1
ローソン枚方三栗1丁目店 枚方市三栗1-25-1
テニスクラブ　コスパ御殿山 枚方市渚内野1-1
オートバックス 枚方バイパス店 枚方市招提東町1-1-1
キングファミリー　枚方店 枚方市招提南町3-23-10
WAVE34 枚方市田口4-11-8
㈱アカカベ田口店 枚方市田口2-8-1
エディオン 枚方店 枚方市甲斐田新町8-1
フレスコ　新之栄店 枚方市新之栄町10-15
ビバスポーツアカデミー枚方 枚方市甲斐田町2-15
トップワールド 枚方店 枚方市甲斐田東町28-1
四川ラーメン牧野店 枚方市三栗1-6-51
永大ハウス 株式会社 枚方市三栗1-1-15



ファミリーマート枚方御殿山店 枚方市上野1-1-2
㈱コスモエステート枚方支店 枚方市新町1-7-4
㈱アカカベ禁野店 枚方市西禁野1-1578-1
関西外国語大学　中宮ｷｬﾝﾊﾟｽ 枚方市中宮東之町16-1
株式会社ハッピース 枚方市中宮本町3-11
ローソン枚方中宮本町店 枚方市中宮本町1-14
お店ごっこ　枚方中宮モール 枚方市中宮本町3-3
四條畷市
天然温泉　畷の里 四條畷市大字砂281-2
スーパーオートバックス 外環四条畷 四條畷市砂533-1
生活協同組合おおさかﾊﾟﾙｺｰﾌﾟ忍ヶ丘店 四条畷市岡山東1‐1‐11
シュヴー　ブリエ 四條畷市岡山東2-1-30
HAIR　　Ａ．Ｄ．Ｏ 四條畷市楠公14-5
なわてボウル 四条畷市美田町1‐39
交野市
トップワールド星田店 交野市星田5-22-47
ニッコー星田店 交野市星田3-9-18
㈱エーコープ大阪　星田店 交野市藤が尾3‐3‐1
星田南病院 交野市藤が尾3-5-1
㈱アカカベ藤が尾店 交野市藤が尾2-7-3
ファミリーマートFC交野森北1丁目店 交野市森北1-137
キリン堂　河内磐船店 交野市森北1‐17‐22
ドコモショップ　交野店 交野市私部西1-21-6
キリン堂  ドラッグ交野店 交野市私部西1-18-1
カミタケモータース交野駅前店 交野市私部西1-33-3交野市駅前
ヘアーズギャラリー ジーナ 交野市私部西1-1-11ウシオビル1F
美香飯店 交野市梅が枝55-7
リーズ健康クラブ 交野市松塚1-1
ビッグサン 交野市倉治8-11-7
Cut＆Shampoo DOG MARK 交野市倉治4-12-7
関西スーパー 倉治店 交野市倉治7-40-1
中書店 交野市私部3‐17‐3交野駅前
㈱アカカベ交野店 交野市私部4-28-3
シャトレーゼ 交野店 交野市郡津5-15-2
スーパーツジトミ 交野市幾野3-13-10
ﾍﾙｼｰｽﾘﾑS きたじま整骨院 交野市寺1-9-8
京田辺市
株式会社 サンエース 京都営業所 京田辺市薪水取54-4
ｽｰﾊﾟｰナカガワ　大住ヶ丘店 京田辺市大住ヶ丘3-8-2
保険プラザ 京田辺市山手南2-1-3ハチセンビル3号館1階
八幡市
コノミヤ 八幡店 八幡市八幡源氏垣外1-4
ホームセンターコーナン　八幡一ﾉ坪店 八幡市八幡一ノ坪133
アークオアシスデザイン京都八幡店 八幡市欽明台北3-12Ｆ
ホームセンタームサシ京都八幡店 八幡市欽明台北3-1
エースマート 八幡市橋本中ノ町36
ライフコーポレーション男山店 八幡市男山吉井2-4
都飯店 八幡市男山松里15-17
ローソン男山長沢店 八幡市男山長沢14‐1
ｽｰﾊﾟｰナカガワ　男山店 八幡市男山石城9-12
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