
店舗名 事業所名 電話番号 取扱商品等

農事組合法人　見山の郷交流施設組合 072-649-3328 地元産農産物の販売・加工品の販売

大南商事株式会社 072-649-3987 二輪車の販売・修理

塚酒店 072-643-5172 ニコニコと笑顔になっていただきたい日本酒

ローソン茨木東安威二丁目店 072-640-1177 コンビニエンスストア

国際興業大阪　茨木営業所 072-631-6821 タクシー業

ローソン茨木南耳原店 072-620-7862 コンビニエンスストア

幸楽苑茨木耳原店 072-625-2304 ラーメン

かに道楽　茨木店 072-622-0369 「とれとれぴちぴちかにりょうり」でお馴染みのかに道楽

ジャパン茨木耳原店 072-641-7744 食品・酒・菓子・薬・日用品

HairSalonヒガシオカ 072-643-6084 理容全般・ヘッドスパ・エステなど

業務スーパーTAKENOKO 耳原店 072-640-5900 生鮮特化型の業務スーパーです。 一般のお客様も大歓迎!!

茨木旬菓庵 蔦屋 072-641-1711 季節の和菓子・洋菓子

ホームセンターコーナン茨木安威店 072-641-7257 DIY用品・生活雑貨

セブンイレブン茨木南安威2丁目店 072-643-1707 食料品その他

中塚商店 072-643-4836 本、文具、日用雑貨

ヘアサロンハシモト 072-643-4050 理容業

あい薬局 072-643-3450 医薬品、化粧品、日用雑貨

お食事処　安威庵 072-641-3069 うどん・そば・丼メニュー・定食メニュー他

吉田ベーカリー 072-643-3339 手づくりパン、牛乳、飲料水、コーヒー

ニッコー安威店 072-640-2550 生鮮食品スーパー

Natural WAVE 072-643-8454 カット・パーマ・カラー

住まいるでんき館　フクモト 072-643-0526 家電販売・修理、水回り、リフォームなど、電気のこと、住まいのこと全般

ローソン茨木南安威一丁目店 072-641-0162 食料品、日用品、雑誌、その他

みきマッサージ治療院 072-649-5888 訪問鍼灸・マッサージ

ツジトミ　サニータウン店 072-649-2600 生鮮食品、食品、菓子、酒、日用品

アピス薬局高田店 072-627-4058 保険調剤、医薬品、介護用品、化粧品などの販売

MEGAドン・キホーテ茨木店 072-631-3411 食品・日用品・生活雑貨等

ダイソー MEGAドン・キホーテ茨木店 072-648-5611 品揃えが豊富です！！

DCMダイキ茨木店 072-626-6055 日用品・工具・園芸用品

イエローハット茨木太田店 072-631-2252 カー用品

アピス薬局　花園店 072-640-3351 保険調剤、医薬品、介護用品、化粧品の販売

バリュー100茨木太田店 072-621-7490 食品・100円雑貨

ベーカリーカフェシャルドン 072-626-3663 パン＆洋菓子

キリン堂　茨木太田店 072-631-8090 医薬品・化粧品・日用雑貨・食品

橋本こどもクリニック 072-631-9001 小児科診療 、各種予防接種、健康診断

はたの屋本店 072-622-2092 米と酒　五ツ星お米マイスターのいる店

中島薬局 072-625-5130 処方せん調剤、一般薬、パピリオ化粧品等取扱

ファミリーマート　アイノピア店 072-620-1888 コンビニエンスストア

関西スーパー三島丘店 072-626-0261 食品・日用雑貨

赤い靴　三島丘店 072-621-1291 再生・修理

都屋クリーニング　関西スーパー店 072-622-1728 クリーニング

キャル「三島丘店」 072-623-7343 店内全て５５００円（税込）のワンプライスのめがね店です

はたの屋 072-626-0148 米穀販売

マクドナルド　三島丘関西スーパー店 072-645-5087 ファストフード（ハンバーガー）

松岡酒店 072-622-2251 和洋酒、お米、飲料、茨木の地酒

極楽湯　茨木店 072-645-4126 お食事処、リラクゼーション、カットサロン

伏見屋本店 072-631-7422 豆腐及び豆腐関連商品の販売

ローソンストア１００茨木西田中町店 072-631-0599 食料品、生活雑貨の販売、収納代行サービス

パーマハウスイング 072-622-0337 頭髪美容業務一般

のむのむ業務館　デリバリーセンター 072-625-6688 酒類、食品販売

キリン堂　茨木畑田店 072-626-8488 医薬品・化粧品・日用雑貨・食品

ユニクロ 茨木西河原店 072-631-3061 アパレル販売。

丸源ラーメン茨木店 072-645-2929 熟成醤油ラーメン　肉そばがウリです。

ローソン茨木畑田町店 072-623-2270 食料品・加工食品・日用品・酒類

なごみのおとうふ伏見屋 072-631-7422 豆腐及び豆腐関連商品の販売

Flower shop OXFORD GARDEN 072-631-8701 生花

プチ・プランス茨木春日店 072-620-0070 ケーキ、誕生日ケーキ、ギフト菓子

メガネの三城JR茨木店 072-626-2866 メガネ、補聴器、サングラス

マルヤス茨木駅前店 072-645-1000 食品スーパー

パレットプラザ茨木春日丘店 072-621-6855 写真サービス・証明写真・年賀状印刷

戸田薬店 072-622-4774 医薬品・雑貨・介護用品の販売

FEELGOOD　FACTOR　craft Beer Bar 072-655-5324 クラフトビール

餃子バルtsutsumu 080-5676-5829 餃子10種、エビマヨ、ハイボール、ワイン

中華料理天山 072-625-5536 酢豚、からあげ、餃子、チャンポン

ミニストップ茨木春日店 072-621-1781 食料品、生活雑貨

カフェレードル 072-631-8787 生地からつくる銅板で焼き上げるパンケーキなど

（医）西部クリニック 072-622-6166 診療所　胃腸内科・外科・放射線科　一般内科疾患

cafeりょく 072-628-8412 お食事・喫茶・ケーキのテイクアウト等

アピス薬局茨木店 072-645-6511 保険調剤並びに医薬品、介護用品などの販売

懐石料理　利宝 072-623-8000 懐石料理、鍋料理、仕出し、松花堂、ランチなど。

彩食厨房　あどあ 072-621-5515 心を込めた創作料理とPrinceの音楽

カフェ カクタス（cafe cactus） 072-665-9981 春日商店街にあるパスタ＆ピザの店です

アピス薬局春日店 072-620-1101 保険調剤並びに医薬品・介護用品などの販売

AOKI茨木店 072-621-5888 メンズ洋品、レディス洋品

かごの屋茨木春日店 072-631-1236 和食の定食･御膳､本格的な和の逸品食べ放題

ココカラファイン　茨木春日店 072-620-8505 ドラッグストア（医薬品・化粧品・日用品他販売）

長谷、佐保

安威、東安威、南安威、耳原、南耳原

春日

西河原、田中町、西田中町、畑田町

関西スーパー三島丘店

東太田、太田、花園、太田、高田町、三島丘、三島町

山手台



ミニストップ茨木春日店 072-621-1781 食料品、生活雑貨

ローソン茨木春日一丁目店 072-622-6911 食料品、日用品、雑誌、その他

みよし寿司 072-622-1988 寿司、和食、一品料理、宴会、仕出し、出前、持ち帰り寿司

キャベツハウス 072-620-0008 お好み焼・一品料理 。ご家族でどうぞ

海鮮丼 鈴華 050-7114-5234 海鮮丼

ポンパピエロット 072-626-6916 レストラン

スギ薬局茨木西店 072-648-7747 医薬品・化粧品・日用品・食品

株式会社カメラのサイジョー王様の写真館 072-622-4695 証明写真・家族写真・スタジオ記念撮影

佐竹食品(株)茨木西駅前店 072-622-4579 食品他

ボン・ネージュ 072-626-7484 洋菓子・自家焙煎珈琲豆・喫茶コーナーあり

京菓子處　鼓月 072-622-2007 千寿せんべい

理容テイネイ館 072-625-1292 理容業

フラワーショップLOVE 切り花・鉢物・胡蝶蘭　予約発送承ります

招福堂 072-624-6905 ハンバーグカレーとほろ酔いセット９９０円

黒毛和牛焼肉　珍味苑 072-625-1390 黒毛和牛、ホルモン他専門店です

ベーカーハウスリュウヘイJR茨木店 072-622-3749 焼きたてパン・サンドイッチ

アピス薬局茨木中央店 072-622-3741 保険調剤並びに医薬品、介護用品などの販売

伏見屋JR茨木店 080-4720-5360 豆腐及び豆腐関連商品の販売

有限会社　魚ぜん 072-626-5800 鮮魚、惣菜、川魚

イズミヤ茨木店 072-627-5641 衣料品

小倉屋松柏 072-626-5711 昆布（おやつ、塩、とろろ）　佃煮　海藻　青実山椒佃煮など

いろどり中華たけ 072-665-9979 中華料理の販売

寺田接骨院西駅前分院 072-621-8767 施術　サポーター　湿布　サプリメント

ルッソスタイル 072-622-2865 クリーニング取り扱い

山本酒店 072-622-2865 酒類小売

魚庵すし若 072-622-1335 すし、コース料理、会席、鍋料理、仕出しなど。

チャイナバル　ジェイドガーデン 072-645-3000 広東料理をベースとした中国料理を、お昼は９００円から

バル  ブイエイト 072-657-8876 茨木市西口降りてすぐのアルコールを中心としたバル

お好み焼き　さんさく 072-627-4665 お好み焼き　焼そば　一品料理　お昼の定食

ホテルクレストいばらき 072-620-2020 露天風呂付大浴場（男性専用）完備。

cafeなかちよ 072-624-1980 ヒロ珈琲・おばんざいランチ･自家製スイーツ

Ｓｕｍｉｒｅ((株)スミレビューティー） 072-621-6234 美容全般(カット・カラー・パーマ・トリートメント）

トヨタレンタカー　茨木店 072-625-1555 レンタカー

サイクルベースあさひ茨木店 072-645-4190 自転車販売及び関連パーツ販売

RIV靴店 072-623-2048 靴の販売・修理

吉野家　ＪＲ茨木駅前店 072-697-9229 牛丼・定食の販売

オリスマ JR茨木店 072-628-6475 スマートフォンケース販売、スマートフォン修理

ロイヤルホスト茨木店 072-625-9693 ステーキ・ハンバーグ・洋食

寿屋餅店 072-622-6830 餅、赤飯、和菓子、各種ご注文承ります

楽楽堂整骨院 072-623-6789 柔道整復 整体 吸玉 足裏 減肥 超音波

イオンスタイル茨木 072-645-3333 食料品・衣料品・暮らしの品

コメダ珈琲店　イオンモール茨木店 072-646-8021 喫茶

ザ・ボディショップ 072-645-5013 自然派化粧品

サックス　バージーン 072-631-0031 バッグ

マクドナルド　イオンモール茨木店 072-620-1232 ハンバーガー

モンロワール　イオンモール茨木店 072-646-5448 チョコレート菓子・焼菓子

ミスタードーナツ 072-620-1161 ドーナツ

無印良品　イオンモール茨木 072-620-1301 衣料品、生活雑貨、家具、食品の販売

ｃｕｌｌｅｔ 072-646-8678 アクセサリー、雑貨等

GAP 072-620-1333 レディース・メンズ・ベビー・キッズ衣料品

ｎｉｋｏ　ａｎｄ．．．イオンモール茨木店 072-624-0220 ウィメンズ衣料、雑貨、家具

SENSE　OF　PLACE　イオンモール茨木店 072-646-5981 メンズ、レディース、衣料品、雑貨、花

味匠とりせん 072-646-6091 唐揚げ定食・丼の販売、持ち帰り唐揚の販売

どうとんぼり　神座 072-645-3790 ラーメン

リンガーハット　イオンモール茨木店 072-646-5132 ちゃんぽん・皿うどん類の販売

生活の木　イオンモール茨木店 072-621-5799 ハーブ、アロマ

ｓｔｕｄｉｏ　ＣＬＩＰ　イオンモール茨木店 072-604-9817 ナチュラル雑貨と服のショップ

おむらいす亭 072-657-7360 おむらいす、ドリア

クリーニング　ルビー 072-625-1976 衣類等のクリーニング

ケンタッキー・フライド・チキン イオン茨木店 072-631-0325 フライドチキン

サンクゼール　イオンモール茨木店 072-626-2039 グロッサリー（食品）、ギフト等

ベストハンズ　イオンモール茨木店 0120-25-2926 靴の修理・合カギ複製

コスコクレープ 072-646-7577 クレープ、タピオカドリンク等の販売

ダブルデイ　イオンモール茨木店 072-621-7146 家具、雑貨、服飾など

千鳥屋宗家　イオンモール茨木店 072-625-1765 和菓子販売

ビアードパパの作りたて工房 072-646-6121 シュークリーム

美容室　イレブンカット　イオンモール茨木店 072-622-5930 カット&ブロー、カラー、パーマ等

チャオパニックティピー　イオンモール茨木店 072-646-8920 メンズ・レディース・キッズ

コポ　イオンモール茨木店 072-646-5551 ソックス、レギンス

コムサスタイル 072-620-1240 衣類、服飾雑貨等の販売

ジーユー 072-604-9825 レディース・メンズ・キッズ

珈琲館 072-620-1282 喫茶

オリエンタルガーデン　イオンモール茨木店 072-665-6062 婦人服・服飾雑貨

ＴＨＥ　ＳＨＯＰ　ＴＫ 072-620-0175 メンズ・レディース

Ｄｉｓｃｏａｔ　Ｐａｒｉｓｉｅｎ 072-620-1275 レディース・キッズ衣料

Ｇｒｅｅｎ　Ｐａｒｋｓ　ｆｕｕｗａ　イオンモール茨木店 072-620-0260 レディス・キッズ

ORBENE 072-620-0185 レディース・雑貨

ハニーズ 072-623-3352 レディスファッション

ビューティガーデン　イオン茨木店 072-622-5699 ネイル・まつげエクステ・お顔そり

3COINS　イオンモール茨木店 072-646-8002 生活雑貨

ｓｍ2　ｋｅｉｔｔｉｏ　イオン茨木ショッピングセンター店 072-604-9819 レディース

ＢＡＲＮＳ　ｓｏｈｏ　ｓｔｒｅｅｔ 072-621-5266 シューズ

ＥＭＰＯＲＩＯ　ＮＵＯＶＯ 072-621-6633 オーダースーツ・関連小物

西駅前町、松ヶ本町

イオンモール茨木



ＫＵＲＡＮＯＳＵＫＥ　イオンモール茨木店 072-646-7415 メンズ、レディース、雑貨（バック等）

Ｌａ　Ｃｈｏｕ　Ｃｈｏｕ 072-646-8004 カジュアルアクセサリー

ＬＥＰＳＩＭ　イオンモール茨木 072-622-1351 婦人衣料

ＭＩＸ-Ｏ 072-622-0532 レディス衣料・雑貨

ＧＬＯＢＡＬ　ＷＯＲＫ 072-623-5510 メンズ、ウィメンズ、キッズ、生活雑貨

ＨｕｓＨｕｓＨ　イオンモール茨木店 072-624-6921 レディース・キッズ衣料品

ｏｎｅ’ｓ　ｔｅｒｒａｃｅ　イオンモール茨木 072-620-1245 生活雑貨、服飾雑貨等の販売

ＰＡＲＩＳ　ＪＵＬＩＥＴ 072-646-6980 生活雑貨

リフォームブティック 072-625-2422 洋服・バッグのお直し

ブランドショップ　ハピネス茨木店 072-620-6727 インポート雑貨、服飾雑貨

ホビーゾーン茨木店 072-646-5188 ジグソーパズル、プラモデル等の販売

スタジオ　アリス　イオンモール茨木 0120-174-753 子ども写真館

ＡＢＣ-ＭＡＲＴ　イオンモール茨木店 072-631-2670 靴、ケア用品の販売

（株）大貫堂印房 072-646-9371 印鑑および印章雑貨

Ａｉｇａｎ　イオンモール茨木店 072-626-8131 めがね

ａｐｒｅ’ｓ　ｌｅｓ　ｃｏｕｒｓ 072-604-9821 キッズ

ＢＥＲＲＹ　ＫＩＳＳ 072-626-3161 子供服衣料

ＢＲＥＥＺＥ　イオンモール茨木店 072-604-9824 キッズ

ＪＥＵＧＩＡ　イオンモール茨木店 072-620-1478 ＣＤ、楽器販売、音楽教室

ｍｉｚ　茨木店 072-645-5020 バラエティ雑貨

ＲＥＡＬＩＺＥ 072-646-7572 メンズファッション

アイシティ　イオン茨木店 072-620-1460 コンタクトレンズおよびケア用品

カメラのキタムラ　イオンモール茨木店 072-631-0155 写真プリント、証明写真等

サックスバー　アナザーラウンジ 072-620-1391 バッグ

ｐｅｔｉｔ　ｍａｉｎ 072-626-6252 子ども服

ブランシェス 072-646-6008 ベビー、キッズアパレル

近畿日本ツーリスト特約店　株式会社三洋旅行 072-626-1400 近ツリ・クラブツーリズム、ＪＴＢ等の各社国内・海外旅行商品

静屋 072-625-0099 駄菓子、玩具

シャツコード 072-646-9326 紳士服・婦人服及び関連商品

タイムステーションＮＥＯ　イオンモール茨木店 072-621-4141 時計販売、時計修理等

パーフェクトスーツ　ジョイ　茨木店 072-657-8518 メンズスーツ、レディススーツ

パセリハウス 072-646-6510 バッグやアクセサリー、キャラクター雑貨

フィオリトゥーラガーデン茨木店 072-620-1390 リラクゼーション

プラスハート 072-622-0422 生活雑貨、ファッショングッズ

ラフィネ 072-621-5530 リラクゼーション

未来屋書店　茨木店 072-631-2310 書籍

廻転寿司　にぎりの徳兵衛 072-620-6717 お寿司

焼肉　牛伝・イオン店 072-631-1313 ご飲食

カプリチョーザ　イオンモール茨木店 072-620-1538 イタリア料理

紅虎餃子房　茨木店 072-621-7433 餃子や点心、庶民的な中国家庭料理

PASTA　de　PASTA 072-621-9981 パスタ

おひつごはん　四六時中 072-621-7078 おひつごはん、和食

串家物語　イオンモール茨木店 072-624-9555 串揚げビュッフェ

ステーキ宮　イオンモール茨木 072-620-6710 ステーキ・ハンバーグ

鶴橋風月　イオン茨木店 072-627-8511 お好み焼き、焼きそば他

天ぷら　やぐら 072-645-1026 天ぷら

和幸 072-620-1540 とんかつ専門店

K 090-9161-8046 レディースファッション

J！NS 072-621-1337 アイウェア

サーティワンアイスクリーム　イオンモール茨木店 072-625-1731 アイスクリーム

Café MUJI イオンモール茨木 072-631-0061 飲食

ABstoreイオンモール茨木店 072-646-7350 スマホケース・関連アクセサリー

グレイスガーデン 072-646-9611 イタリアン

yu.an　HAIR 072-626-9509 COTA・ハホンコ取扱中

茨木彩菓　ほづみ 072-624-4658 慶弔の和菓子から季節の和菓子

中屋電器 072-626-8896 家庭電化製品全般及び修理業務

茨木サイクル商会 072-623-0884 自転車、電動自転車、原付バイクの販売、修理

プティ・ラプティJR茨木店 072-628-4600 焼きたてパン

アピス薬局　中穂積店 072-645-2171 保険調剤並びに医薬品、介護用品などの販売

どんぐり薬局 072-621-8000 保険調剤・一般用医薬品等の販売

サーバ　茨木中穂積店 072-631-3141 医薬品・化粧品・日用雑貨・食品

きららみらい薬局 072-627-1912 調剤薬局

見付山どんぐり薬局 072-646-6482 保険調剤・一般用医薬品等の販売

茨木智菓庵 つたや 072-621-6701 茨木銘菓 みかさ、カステラ等人気商品です。

株式会社ヒマラヤ茨木店 072-624-8661 スポーツするならヒマラヤ♬♪

ダイエー上穂積店 072-626-3751 食料品、日用消耗品、医薬品

ダイワサイクル茨木店 072-621-3675 自転車販売、修理

スギ薬局茨木上穂積店 072-646-8615 医薬品・化粧品・日用品・食品

ピザハット茨木店 072-626-8010 ピザの宅配＆お持ち帰り専門店です

家族亭　茨木店 072-627-0117 和食・そば・うどん

（有）かまだ 072-625-1383 上穂積で開業し今年9月で24周年。安心新鮮お惣菜など

岡田ガラスふすま建具店 072-623-3448 住宅内外装・リフォーム全般

にぎり長次郎　茨木インター店 072-645-6566 回転寿司

洋服の青山 茨木インター店 072-624-2035 スーツ・礼服・レディススーツ、主にビジネス衣料中心

木曽路茨木店 072-631-3511 しゃぶしゃぶ、すきやき、日本料理

ローソン茨木上穂積一丁目店 072-621-1563 食料品・加工食品・日用品・酒類

ローソン茨木上穂積四丁目店 072-627-0630 食料品・加工食品・日用品・酒類

上新電機（株）　茨木店 072-631-6651 家電製品、パソコン、リフォーム　

ノムラクリーニング　山崎店 072-622-6068 衣類のクリーニング

アイン薬局茨木店 072-623-8072 調剤薬局

株式会社北垣電気工房 072-623-3110 電気工事及び家電販売、リフォーム

三島のリフォーム　茨木店 072-648-5860 リフォーム

ローソン茨木下穂積二丁目店 072-621-4539 飲食料品・日用品

下穂積、宇野辺、穂積台、紫明園

中穂積、見付山、上穂積、上穂東町



粉もん鉄板焼　はなきょう 072-631-2205 粉もんと鉄板焼　ランチ＆居酒屋

株式会社　住まいるサポートラボ 072-697-8122 住宅リフォーム

日産大阪販売株式会社　茨木店 072-627-7594 自動車販売並びに整備業

キッチン花子（サウスと花子） 072-621-0875 手作惣菜と弁当。イートイン＆ちょい飲みも！

産経新聞エキスポロード茨木 072-625-5586 産経新聞・サンケイスポーツ

ヘアーサロンモトカワ 072-625-9334 カットその他

キリン堂　茨木穂積台店 072-631-1707 医薬品・化粧品・日用雑貨・食品

セブンイレブン茨木穂積台店 072-622-7511 各種食料品、雑貨など。

ホヅミ台薬房 072-622-6336 医薬品、衛生用品、介護用品、日用品、化粧品

お肉のあらき 072-622-6271 国内産黒毛和牛・平田牧場三元豚・弁当惣菜

1番星吹田インター店 072-631-2028 作業服・作業用品販売

かっぱ寿司　茨木宇野辺店 072-625-8611 回転寿司

さつき書店 072-622-1601 書籍・文具の販売

マルヤス南春日丘店 072-623-8888 食品スーパー

MINKL　ミンクル 072-628-3212 フェイシャル＆ボディトリートメント

阪神調剤薬局阪大店 072-625-5150 調剤薬局

Operetta 072-620-0407 自家栽培の季節限定果物を使用したチーズケーキなど

阪神調剤薬局阪大駅前店 072-631-1837 調剤薬局

みらい整体院 072-621-6087 整体・カッピング（吸い玉）・酸素カプセル

森山歯科医院 072-646-0118 診療費（健康保険・自費診療等） 口腔衛生用品等

日本調剤　阪大前薬局 072-621-9635 一般用医薬品も多数取り揃えております。

ローソン茨木阪大病院前店 072-627-1398 食料品・加工食品・日用品・酒類

ノムラクリーニング　南春日丘店 072-626-7169 衣類のクリーニング

ノムラクリーニング　あさだ店 072-626-2060 衣類のクリーニング

セブンイレブン茨木豊原町店 072-641-4775 コンビニエンスストア

焼鳥ダイニング漣 072-643-6664 焼鳥、イタリアンをはじめ豊富な一品料理を提供

しまむら茨木店 072-640-2808 婦人服、紳士服、子供服、肌着、寝具

シャンブル茨木店 072-640-0878 雑貨＆ファッション

トイザらス茨木店 072-641-3416 おもちゃ・ベビー用品

アベイル茨木店 072-640-2022 最新のトレンド衣料を低価格で取り揃えた店

コープ茨木藤の里 072-643-3461 生鮮食品。コープ商品等の食料品・住関品

ミニストップ茨木藤の里店 072-641-7660 食料品、飲料品、日用品、雑誌、新聞

ローソン茨木藤の里１丁目店 072-643-3852 食料品　雑貨　酒　雑誌　

酒匠米匠こやま 072-643-5144 店頭精米・酒類・飲料水・ギフト商品取り扱い。無料配達。

有限会社ａｔＷＩＬＬ 072-641-8883 新車・中古車・ドライブレコーダー取付

回転寿司　うわじ丸 茨木西店 072-641-5271 漁港直送の鮮魚をメインに扱う回転寿司

陶芸体験教室アトリエ信 072-640-2000 陶芸体験

ジャパン茨木店 072-641-6699 食品・酒・菓子・薬・日用品

カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋　茨木豊川店 072-641-7870 カレーならココ一番や！！ ココイチの愛称

サイクルベースあさひ茨木豊川店 072-640-3136 自転車及び関連パーツ販売。

東京靴流通センター茨木店 072-641-3417 靴及び付属品の販売

cafe D 072-665-4632 モーニング・ランチ・コーヒー・デザート

ニトリ茨木北店 072-641-7011 「お、ねだん以上。」でおなじみの家具・インテリアショップ。 

セブンイレブン豊川5丁目店 072-641-0771 コンビニエンスストア

そうごう薬局茨木豊川店 072-646-9711 全国どの医療機関の処方せんも受付けいたします。

ローソン茨木豊川一丁目 072-640-0622 食品、日用品、雑貨等

ローソン茨木豊川三丁目 072-641-7070 食品、日用品、雑貨等

たかま酒店 072-643-5107 秋鹿・幻舞・不老泉など、こだわりの地酒を通販・販売

茨木高槻交通株式会社 072-641-1416 タクシー業

キリン堂　中河原店 072-641-2707 医薬品・化粧品・日用雑貨・食品

パン　タダシ 072-647-6869 パンの販売

喫茶来夢 072-643-0067 モーニング、ランチ、お酒に合う家庭料理等

フラワーギフトショップ月の華 072-643-8737 生花観葉植物等ギフト商品

きっずえんじぇる北茨木店 072-640-1010 こども衣類用品、玩具専門リサイクルショップ

JA茨木市営農経済センター 072-641-9050 農業用資材・肥料・農薬等

酒匠米匠茨木ウエダ店 072-643-5104 酒、米、飲食料品、雑貨

岸田米穀株式会社 072-643-6398 米、酒類、飲料

春日倉庫㈱ 072-643-5371 貨物の保管、荷役作業、流通加工、検品、仕分け等

ローソン茨木上郡二丁目店 072-641-3005 コンビニエンスストア

かね政蒲鉾店 072-641-1147 かまぼこ、練天婦羅、ちくわ、はんぺん

医療法人聖クリニック 072-640-6030 診療の一部負担金、予防接種等にご利用可能

吉野家　１７１号線茨木店 072-640-2425 牛丼・定食の販売

訪問マッサージ　皐鍼灸院 072-657-8165 鍼灸マッサージ

ノムラクリーニング　新郡山店 072-641-1463 衣類のクリーニング

ローソン茨木郡山二丁目 072-641-9933 食品、日用品、雑貨等

スギ薬局　茨木上郡店 医薬品・化粧品・日用品販売　

アル・プラザ茨木 072-640-5000 生鮮食品・一般食品・衣料品・日用品 など

minoru 072-640-1018 時計、宝飾品、貴金属

SHOO・LA・RUE 072-643-0013 婦人服、子供服、生活雑貨

あじ彩　アル・プラザ茨木店 072-640-5040 定食、麺、丼

アルテスタ茨木 072-641-0346 靴、鞄修理、合鍵作製、表札、印鑑

菓匠　花菓蔵アルプラザ茨木店 072-641-8878 和菓子

かたぐるま茨木店 072-643-1885 お好み焼き、たこ焼き、焼きそば

タージマハルエベレスト 072-641-6600 インド・ネパール料理　レストラン

パリクロアッサン茨木店 072-643-0281 焼きたてパン、サンドウィッチのお店

マクドナルド茨木アル・プラザ店 072-640-5301 ハンバーガー、ドリンク他

メガネの三城　アル・プラザ茨木店 072-641-6211 眼鏡・補聴器・サングラス

花市場京屋茨木店 生花、花鉢、その他関連商品

カメラのキタムラ　アル・プラザ茨木店 072-641-6654 プリント、カメラ、写真関連商品販売

クリーニングルビー 072-641-1516 クリーニング、洋服の修理

アル・プラザ茨木

東福井、中河原、上郡、西福井、郡山、郡、新郡山

南清水町、豊川、西豊川

豊原町、藤の里、宿川原町

南春日丘、美穂ケ丘



ケンタッキーフライドチキン　アル・プラザ茨木店 072-640-1091 ケンタッキーの手づくりチキン

珈琲館アル・プラザ茨木店 072-640-1005 コーヒー、サンドウィッチ

ABC－MART　アルプラザ茨木 072-641-4970 靴、衣類

JACK 072-640-5100 ジーンズショップ

レディースショプRURU 072-641-5075 ミセスの婦人服、フォーマルウェアー全般

花十色 072-641-1010 きもの、和装小物、和雑貨、振袖レンタル

リフォームブティックアルプラザ茨木店 072-640-1007 洋服、バックのお直し、リメイク

平和書店アル・プラザ茨木店 072-640-5050 書籍、CD、DVD販売

スタジオマリオ 072-640-1180 スタジオ写真撮影プリント

Space　TANAKA 072-640-1021 ファンシー雑貨

西松屋チェーン　ガーデンモール彩都店 072-643-9977 ベビー子供用品

株式会社平和堂　フレンドマート彩都店 072-640-1440 生鮮食品(精肉・鮮魚・青果・惣菜)一般食品など

ドラッグユタカガーデンモール彩都店 072-643-7580 医薬品、カウンセリング化粧品、食品育児相談会

ミニストップ茨木彩都あさぎ店 072-641-3277 生活用品

ハザマ薬局 072-640-5670 保険調剤、介護施設の医療支援、一般医薬品販売

FrancfrancBAZAR彩都店 072-640-1511 インテリア、雑貨のアウトレットストア

類農園直売所　彩都店 072-646-6332 奈良・三重・和歌山の直送野菜・鮮魚の販売

ラ・ムー彩都店 072-640-5770 食料品

生活彩家プロロジス茨木店 072-641-7781 お弁当、飲料、菓子、日用雑貨、宅急便請負、切手販売。

和ダイニング　湖中　彩都店 072-641-7090 和・洋食・麺類

Bowl coffee 050-7112-7516 コーヒー　飲料　軽食　コーヒー器具　家電　家具

生活彩家　MFLP茨木店 072-665-7090 お弁当。飲料。お菓子。生活雑貨。

７マイルブリッジ 072-648-5871 ベビー服　子供服　雑貨　子供靴等

佐々木鍼灸整骨院 072-620-0827 はり、きゅう、柔道整復術

株式会社スーパーV 072-623-9906 食料品、酒、日用品

北摂末廣庵 072-624-2941 和菓子製造販売

和光うどん 072-624-2232 うどん

中原良二の美容室パーマ屋 072-625-3746 パーマ、カラー、カット他

スギ薬局総持寺店 072-631-3170 医薬品・化粧品・日用品・食品

L.FORT HAIR(エルフォート） 072-620-0003 家族でいつまでも通える美容室。お子様同伴OK

日ノ丸家電 072-635-8175 家電

バイオレット 072-637-7020 化粧品・婦人服・靴・服飾雑貨・杖・キャリー

やなぎやクリーニング　ウエダ 072-634-2140 クリーニング

OHANA 072-647-8848 鉄板焼・お好み焼き

子育て応援ハウスオレンジ ベビー・子ども服・レンタルルーム

かつ工房 しの家 072-604-0159 串揚げ中心、旬の魚、一品料理あり、20名様まで

キリン堂　茨木総持寺店 072-634-0559 医薬品・化粧品・日用品・食品

喫茶.らうんじ窓 072-633-9765 モーニングサービス、カラオケ喫茶（要予約)、ラウンジ

ドエル本店 072-632-8461 洋菓子

ドエル総持寺駅前店 072-633-0787 洋菓子

食品館アプロ　総持寺店 0726-52-0016 安全・安心・新鮮な食品の販売・提供

阪急オアシス総持寺店 072-636-1361 生鮮食品、加工食品、酒、日用品のスーパーです。

ジャパン総持寺駅前 072-655-5900 食品・酒・菓子・薬・日用品

焼きたてパン屋さんむぎむぎ 072-623-5543 手づくりパンのお店

JA茨木市農産物直売所「みしま館」 072-645-7100 地元産米・野菜・加工食品等

フレスコ総持寺店 072-631-5701 食料品を主に扱うスーパーマーケットです。

ファミリーマート茨木橋の内店 072-652-5115 おむすび・弁当・ソフトドリンク等

長谷川広文館 072-634-2449 書籍、雑誌

ローソンストア100総持寺駅前店 072-622-9699 生鮮品・食料品・日用品等

セブン‐イレブン茨木宮元町店 072-623-7811 酒・おにぎり、お弁当、飲み物等

小岩・ハルトマン結婚相談所 0726-65-6730 結婚相談所・婚活サービス事業

山水温泉 072-625-1866 銭湯

ローソン茨木大住店 072-624-8990 コンビニエンスストア

アージュ ヘア プロデュース 072-623-6028 カット・カラー・パーマ・スパ等

雁飯店 072-624-0515 餃子から本格中華コースまで中華料理の雁飯店

いのうえ内科 072-628-5533 ワクチン接種・健康診断等を行っています。

カツの店　きたはま 072-625-5530 豚カツ他、揚げ物定食など

SHUアモン・エナジー 072-625-6682 ボディケア・足つぼ・エステサロン

ファイブワン 072-626-3750 レディース＆メンズショップ

フレンズ 072-624-3778 ミセスの服を￥1000から、バックあり

生活雑貨NISHIO 072-622-4975 陶磁器、漆器、箸、衣料品、タオル

ボックスビレッジ 072-657-9223 衣類、アクセサリー、玩具、フィギュア

ワイルドチャイルド 072-621-5367 おしゃれなミセス服をリーズナブルでご提供

富士サービス株式会社 072-622-3317 幼稚園、小中学高校の制服、体操服、水着

株式会社さわらぎや家具店 072-624-4334 家具、カーテン、カーペット等

渡や 072-623-7570 海鮮と創作料理、家族で集える居酒屋です

ドエル茨木店 072-622-3611 洋菓子

すこやか元気プラザローズ 072-622-2430 厚生労働省認可で最新の電位治療器体験会場

からだぴっと 072-624-0773 マッサージ

日本旅行サービス株式会社 072-624-2025 旅行業

エール 080-7000-8512 婦人服販売専門店。旬の装いのお手伝い

KTVフィットネスクラブ フレスコ茨木 072-620-7800 フィットネスクラブ・スイミングスクール (※商品券使用期限：2/20まで)

日本調剤　茨木駅前薬局 072-631-4812 一般用医薬品も多数取り揃えております。

うっふぷりん 072-621-4770 【元祖うっふぷりん】 ブリュレのようななめらかさを表現。

幸福ふとん店 072-622-3374 高級羽毛ふとん及び近江手引まわたふとん

完誠堂薬局永代店 072-620-1166 公的医療保険の自己負担金や一般用医薬品など

ノムラクリーニング　阪急茨木駅前店 072-622-0660 衣類のクリーニング

セブンイレブン茨木竹橋町店 072-622-9052 コンビニエンスストア

ロサヴィア 072-621-0125 阪急茨木市駅直結のショッピングセンター

 ＢＢＡＢ　　　　　 072-624-3456 サービス

 ＳＨＥＲＲＹ 072-625-0090 ファッション

総持寺駅前町、中総持寺町、総持寺台、橋の内、庄

彩都あかね、彩都あさぎ、彩都やまぶき

ロサヴィア

宮元町、大住町、竹橋町、永代町



　Free Style 072-665-4843 ファッション

 ｇａｒｄｅｎ 072-625-0258 サービス

 Green earthware 072-621-2644 ファッション

 Ｔｅａ　Ｒｏｏｍ　ＶＵＥＬＯ 072-620-2222 グルメ・フード

 アース　ミュージック＆エコロジー　  プレミアム　ストア072-623-8770 ファッション

 ギャラリー エスタビエン 072-623-7590 ファッション

 キャンドゥ 072-621-3330 雑貨

 西尾呉服 072-621-1188 ファッション

 婆娑羅 072-665-6351 雑貨

 バルミー 072-622-8621 ファッション

 キリン堂阪急茨木市駅北口店 072-631-6000 雑貨

 ミスタードーナツ　 072-622-2280 グルメ・フード

 Honeys 072-621-0867 ファッション

 M２ by sensounico　 072-625-6623 ファッション

 CARNIVAL 072-624-5155 雑貨

 ビッグ・ボーン 072-625-8586 ファッション

 ＳＷＩＴＣＨ 072-621-3595 ファッション

 マルミヤ 072-621-5688 ファッション

 コンパス　　　 072-623-3002 雑貨

 虎谷誠々堂書店   072-621-0700 雑貨

 手芸の丸十 072-626-0345 雑貨

 プロムナードカフェ 072-631-0055 グルメ・フード

 ｃｏｎｏｋａ 072-621-5112 雑貨

 コスメティックギャラリー ＲＩＮ 072-625-0120 サービス

 デザイアボックス 090-1139-9483 ファッション

 ＪＵＰＩＴＥＲ 072-626-1145 ファッション

 ハックルベリー 072-621-2508 ファッション

 ＲＥＦＬＥ 072-620-9935 サービス

 メガネの愛眼 072-623-0640 雑貨

 メディネット　キリン堂薬店 072-621-3326 雑貨

 メンディング・サービス　 072-621-0051 サービス

 生活パズル 072-622-8600 雑貨

 Ｓｍａｒｔ　Ｄｏｃｔｏｒ　Ｐｒｏ． 072-621-0550 サービス

 ｔｕｔｕａｎｎａ　ｐｅｔｉｔ 072-624-7857 雑貨

 イノブン 072-621-1711 雑貨

 あい鍼灸院・接骨院 072-631-1332 サービス

 菜　菜 072-620-0022 グルメ・フード

 まいどおおきに茨木食堂 　 072-645-5127 グルメ・フード

 麺乃庄つるまる茨木店 　　 072-645-5039 グルメ・フード

 おにぎり家　一粒 072-621-4546 グルメ・フード

 ケンタッキーフライドチキン 072-620-2558 グルメ・フード

 ハニーミツバチ珈琲茨木店 072-645-5235 グルメ・フード

 天ぷら食堂　おた福 072-620-0303 グルメ・フード

 ニューミュンヘン 072-621-3772 グルメ・フード

 ビアードパパの作りたて工房 072-646-5886 グルメ・フード

 家族亭 072-624-6775 グルメ・フード

 菓匠　千鳥宗家 072-631-8002 グルメ・フード

 京の串揚げ　祇園囃子 072-622-8720 グルメ・フード

 北極星 072-657-8339 グルメ・フード

 和食　とろ麦 072-620-7005 グルメ・フード

 古　潭 072-621-0039 グルメ・フード

 壁の穴 072-627-1380 グルメ・フード

 宝  来 072-620-7521 グルメ・フード

Ａ－1ＢＡＫＥＲＹ 072-657-7298 グルメ・フード

ママのリフォーム 072-624-4421 サービス

Holy Moly 070-1742-3636 ファッション

鼓月茨木店 072-624-8880 和菓子販売

さかえ美容室 072-622-2637 カット、パーマ、カラー、化粧品販売

サンドラッグ茨木阪急本通店 072-645-7661 毎月１日・１７日毎週金曜SDポイント６倍

インナーハウスニチフジ 072-624-4552 紳士・婦人各種肌着、婦人洋品

角庄商店　第二営業所 090-3033-8359 新鮮野菜・新鮮果物

ミック茨木本町薬店 072-626-3009 医薬品・化粧品・健康食品・日用雑貨

フジスポーツ 072-624-5101 スポーツ用品

Access Health&Beauty稚乃針灸整骨院 072-623-6274 美容鋮、小顔矯正、骨盤矯正、美容整体

みやたけ工房 072-620-7140 振袖販売・レンタル・小物

季ごころ　廣 072-621-1068 旬の美味をおまかせでお召し上がり頂きます

キムラ寝具店 072-622-2318 寝具全般、ナイティ、寝具メンテナンスなど

ニシフジ 072-625-8065 婦人服販売

日本料理　成田家 072-622-4629 新鮮なお魚が毎朝産地直送で届く日本料理

KOHYO茨木店 072-625-5040 阪急本通商店街にあるスーパーマーケットです。

コクミン新茨木店 072-631-0593 医薬品・化粧品・食品等

風月庵　南坊 072-624-3636 「あん」ひとすじの和菓子屋　風月庵南坊

カトウ矯正歯科医院 072-624-2439 小児大人の歯科矯正、部分矯正　まずはご相談

輸入バレエ・ダンス用品専門店 グランパドドゥ 072-625-3389 バレエ・ダンス用品の販売

日本調剤　茨木薬局 072-645-7278 一般用医薬品も多数取り揃えております。

完誠堂薬局 072-631-5885 公的医療保険の自己負担金や一般用医薬品など

Tapimoty 阪急茨木市駅前店 072-657-1157 生タピオカ専門店

DECCA-DEUX（デッカドゥ） 072-621-0100 丁寧なカウンセリングで髪質や骨格を見極め。魅力UP

はんこや真鹿堂 072-624-2724 印鑑・ゴム印・シャチハタ印

レナジャパンメイドショップ 072-624-7625 豊岡製革かばんと財布を製造販売しています

美容室・Bi 072-626-9605 カット、カラー、パーマなど

森青果店 072-624-4056 野菜果物の小売

フードショップ帆立屋 072-627-5814 米穀、雑穀、乾物、調味

とり安 072-622-6107 新鮮、国産鶏肉の専門店

別院町、本町



伏見屋茨木阪急本通店 080-9454-0385 豆腐及び豆腐関連商品の販売

酒菜屋　二重まる阪急茨木店 072-621-7039 酒類、鮮魚、焼鳥、ピザ、パスタ他創作料理

吉野家　阪急茨木市駅前店 072-645-7925 牛丼・定食の販売

茨木園芸株式会社 072-622-2626 生花、園芸品販売

おじゃま館　茨木店 072-638-7447 新品中古TVゲームソフト、本体◆新品トレーディングカード

Mariana CAFE 072-657-8899 ライブカフェ

魚匠　たくや 090-8576-3437 愛媛県松山直送鮮魚、自家製手作り干物、チリメンなど

山中司法書士・土地家屋調査士事務所 072-633-0031 登記（売買・相続・贈与・会社）建物測量等

ひまわり整骨院 072-601-4315 実費施術・サポーター等の物品販売

メイプル薬局茨木店 072-635-0858 処方せんの受付および市販薬を取り扱っています。

来来亭茨木寺田店 072-637-6626 ラーメン、餃子、チャーハンなどの提供

ペテモ　新茨木店　イオンスタイル新茨木横 072-657-1070 ペット用品の販売

スギ薬局中津店 072-648-5456 医薬品・化粧品・日用品・食品

メガネの三城　阪急茨木 072-638-8881 メガネ・補聴器

株式会社コノミヤ茨木店 072-652-0561 食料品

炭火焼肉矢吹屋 072-633-2911 塩にこだわったスタンディングの焼肉屋です。

若菜屋本家株式会社　茨木店 072-638-1510 和菓子（栗阿彌、焼き栗きんとん）

こがんこ茨木店 072-632-9927 居酒屋

贔屓屋 茨木店 072-630-6386 酒類、刺し身。揚げ物、等

イオンスタイル新茨木 072-632-5511 総合小売業

エスカイヤ 072-635-0112 婦人服、服飾雑貨

カフェ・ド・ペラゴロ　新茨木店 072-697-9688 喫茶

いばらき茶屋 072-697-8221 和・洋・中、取揃えたフードコート

カメラのキタムラ　イオン新茨木店 072-635-0778 写真プリント 証明写真 アルバム フレーム

スタジオマリオ　イオン新茨木 0120-753-731 記念日スタジオ撮影・写真販売

ブブアブ 072-637-3777 ボディケア、リフレクソロジー

未来屋書店　新茨木店 072-630-5523 雑誌・書籍の販売

パソコンスキルＣＡＳＡ 072-665-6529 仕事に生かせるパソコンスキル・ＨＰ作成

カシワギ　サイクル 072-633-0956 自転車販売修理

フォトスタジオ　バルーン 072-638-6088 写真館、七五三＆振袖レンタル

ゲオ阪急茨木店 072-636-8220 ＤＶＤ・ＣＤ・コミックレンタル/販売、ゲーム販売など

BLUE. 072-652-3338 カット、シェービング、パーマ、カラー

サイクルショップ寺内 072-633-9261 自転車販売修理

佐竹食品(株)茨木大池店 072-657-0355 食品他

たたらば珈琲 072-646-6427 コーヒー、サンドウィッチ、ケーキなどの軽食

たたらば珈琲　移動販売車 072-646-6427 コーヒー、ソフトドリンク、焼菓子など

医療法人 崇孝会　北摂クリニック 072-633-3313 健康診断

ぱんるーむ 072-737-0876 無塩食パン、ハード食パン、全粒粉食パンなど

医療法人　とくいクリニック 072-636-1091 内科・外科・消化器内科・肛門疾患、胃カメラなど

幸福舎 072-635-9560 クリーニング

パン屋ひとつぶの麦 072-633-8868 丁度いい甘さとやわらかさの食パンおすすめ

CAFÉ&BAR f ウイスキー、ジン、ラム、軽食

kontable　コンテブル 072-634-7511 ハンバーグ

マルヤス茨木店 072-637-6560 食品スーパー

スタジオすばる 0120-927-753 七五三や成人式などの撮影（写真スタジオ）

炭火焼肉さかえ 072-635-0600 焼肉、冷麺、キムチなど

ファミリーマート茨木大池一丁目店 072-652-5010 コンビニ商品全般

はたの屋三栄店 072-634-5647 米と酒　玄米の計り売り、店頭精米してます

バナナ商店 072-648-7910 日用品雑貨、古道具、文具等

加藤憲海知的所有権事務所 072-634-7620 著作権、書画、姓名判断、大悟での衆生済度

おかえ里 072-638-7635 地酒と一品料理の店

茨木マルゼン薬局 072-633-0735 医薬品・化粧品・ドラッグストア

プチ・プランス茨木舟木店 072-633-7810 ケーキ、誕生日ケーキ、ギフト菓子

はっこうふうず (ハッコー山海フーズ) 072-655-8828 無添加無農薬野菜、洗剤、雑貨、健康食品など

ポーラザビューティー阪急茨木店 072-634-2202 エステ・化粧品販売

銀のさら　茨木店 0570-096-401 宅配寿司

ビジョンメガネ東茨木店 072-630-5678 ビジョンメガネはお客様一人一人に最適な「見える」を提案

セブン‐イレブン茨木舟木町店 072-635-8675 酒、おにぎり、お弁当、飲み物等

居心伝　阪急茨木南口店 072-636-5740 餃子、ステーキ、鉄板料理、アルコール類など

うまいもん家  わいわい 072-637-1121 本日の鮮魚2種、カルパッチョ、豚の角煮など

洋服の青山  茨木舟木店 072-638-9808 メンズ、レディスのビジネスウェア

司法書士・行政書士　津川事務所 072-636-9500 司法書士・行政書士業務

萌え黄 072-637-8068 お好み焼き専門店

デリカショップモリガキ 072-634-3272 弁当、総菜製造販売宅配

夢ペンギン村 072-667-5555 国産桜姫鳥・本格炭火焼き鳥

ミシン専門店ステッチ 072-637-0287 ミシン販売修理

Hair&Make Hamayu 072-630-3600 カット・パーマ・カラー・成人式

Men's ヘアーサロン　は・ま・ゆ・う 072-634-0024 カット・パーマ・顔そり

ミスタードーナツ茨木南shop 072-632-8776 ドーナツ・飲茶・パスタ・ドリンク

庵　あん 072-638-2053 そば、うどん、定食、一品

双葉東米穀店 072-632-4721 各地の玄米（減農薬米）を取り扱っています

やまだ歯科医院 072-646-7452 治療・定期健診・物品等に利用できます。

茨木城主もなか本舗ちとせ 072-635-0120 和菓子

カーテンロイヤルショップSOEY 072-633-6052 オーダーカーテン・カーペット

ひまわり薬局茨木駅前店 072-632-1885 処方せん調剤、OTC商品

ローソン阪急茨木市駅南店 072-636-7308 食品、飲料、酒類、日用品等

コジマ×ビックカメラ茨木店 072-637-7111 生活家電・映像＆オーディオ・パソコン・携帯電話など

Number.365 090-2704-0365 レディースファッション用品

日本調剤　茨木東薬局 072-657-8335 一般用医薬品も多数取り揃えております。

㈱ヤマタ　たこ一茨木店 072-652-2348 生鮮食料品

ソフトバンク阪急茨木 072-636-6777 携帯電話の販売・契約

園田町、大池、稲葉町

イオンスタイル新茨木

末広町、中村町、寺田町、中津町

舟木町、双葉町



お好み焼きはここやねん阪急茨木駅前店 072-633-3003 お好み焼き、もんじゃ焼き、焼きそば、ドリンク類

KICHIRI　阪急茨木 072-637-2288 ローストビーフ等、フォルダンショコラ

ダイコクドラッグ　阪急茨木市駅前店 072-630-6466 医薬品・化粧品・健康食品・日用雑貨品

ホルモンなかみ屋 072-634-2919 焼肉、ホルモン、肉料理

ノムラクリーニング　茨木駅前２号店 072-635-0808 衣類のクリーニング

ファミリーマート　茨木舟木町店 072-632-4670 食品、酒、日用品

創作呑喰癒空間　まる 072-633-8003 創作居酒屋、その日仕入れた商品でメニュー沢山ございます

カットサロンモリヒロ 072-632-6228 理容全般

フラワーショップタキイ　鮎川店 072-632-1798 生花・観葉植物・鉢華・小物など

茨木天満電器 072-633-6819 家電小売業

スギ薬局鮎川店 072-630-6015 医薬品・化粧品・日用品・食品

フレスコ鮎川店 072-636-1501 食料品を主に扱うスーパーマーケットです。

天丼・天ぷら本舗　さん天 072-675-7031 天丼や天ぷら、店内限定の蕎麦、うどん商品など

なにや弁当 072-665-4112 お弁当の販売

岡村米穀店 072-634-1645 米穀，酒類

オレンジ薬局茨木店 072-635-3333 調剤薬局

ココス茨木鮎川店 050-3333-5369 ファミリーレストラン

ドコモショップ茨木鮎川店 072-652-3737 携帯電話のお困りごとは､当店に､ご相談ください。

ヨシケイ北大阪 0120-449-125 食材の宅配

氣らく鍼灸整骨院 072-638-2600 腰痛・肩こり・膝痛・神経痛が得意です

コープ茨木白川 072-630-0110 生鮮食料品・コープ商品等の食料品・住関品

コープクリーニング（今東クリーニング） 072-638-8868 クリーニング

株式会社トータルスポーツ 072-657-8917 体育家庭教師、出張個別レッスン、かけっこ教室など

ファミリーマート茨木南目垣店 072-657-0180 おむすび・弁当・ソフトドリンク等

北摂交通株式会社 072-679-1500 タクシー事業

パンマルシェ　ムギ 072-636-7111 焼きたてパン

東京靴流通センター南茨木店 072-633-5544 靴の販売

五十鈴ケアセンター 072-638-4850 介護サービス

西松屋チェーン　茨木平田店 072-638-9770 ベビー子供用品

ダイワサイクル南茨木店 072-657-1288 自転車販売、修理

万代　茨木真砂店 072-652-2277 一般食品等

キリン堂　真砂玉島台店 072-652-3380 医薬品・化粧品・日用雑貨・食品

キャリエールヒデトワ 072-638-5298 洋菓子全般　ケーキ、焼菓子、ジェラート

きっずえんじぇる茨木店 072-632-5126 こども衣類用品、玩具専門リサイクルショップ

OGP薬局茨木店 072-638-7225 調剤薬局

株式会社　平和堂　真砂店 072-633-3733 食料品・衣料品・住居関連商品等の販売　　　

キリン堂　茨木真砂店 072-637-1696 医薬品・化粧品・日用雑貨・食品

パラダイスアンドランチ南茨木店 072-632-3667 国産小麦、天然酵母のパン

小林サイクル 072-634-5668 自転車販売修理

にぎり長次郎　茨木真砂店 072-646-5985 回転寿司

かつアンドかつ若園公園店 072-652-3621 とんかつ

ローソン茨木平田一丁目店 072-630-6315 食料品・加工食品・日用品・酒類

ローソン茨木野々宮一丁目店 072-638-0063 食料品・加工食品・日用品・酒類

大阪府中央卸売市場　加工食品卸売商業協同組合 072-636-4118 毎月最終土曜日「こだわり市」開催

（株）渡辺新商店 072-636-4416 乾物問屋・食料品からおもちゃ類まで相談

大穀産業(株) 072-636-4369 小さな豆から大きな健康！豆類各種取り揃え

(株)紅鳥 072-636-4080 鶏肉

(株)ジェイアンドエフ 072-634-8781 花卉・植物・野菜・果物

(株)丸光 072-636-4310 ニーズに応じた業務用食材何でも揃う店

(株)なかもと 072-636-4173 お寿司の材料専門店

(株)マルマス 072-636-4347 漬け物・味噌

(株)雅食品 072-636-4195 惣菜類

喫茶Ｖ 072-636-4039 喫茶・食事

黒田食品(株) 072-636-4411 漬け物・味噌

小林鶏卵(株) 072-636-4047 鶏卵

繁田総本店 072-636-4087 食肉

多田製茶(株) 072-636-4311 お茶・コーヒー

田中商店 072-636-4012 乾物・海苔・椎茸の専門店

タンビーノ売店 072-637-0626 キッチン花子の日替わり弁当と惣菜を販売中

遠野商店 072-636-4128 う巻き・だし巻ウナギの店

冨士屋食品 072-636-4355 雑穀全般

中嶋食品工業(株) 072-636-4182 昆布・佃煮

日興鶏卵荷受(株) 072-636-4051 鶏卵

ヌーボー食品(株) 072-636-4152 お弁当惣菜

パプアニューギニア海産 072-634-9909 最高級の船凍天然エビで作ったエビフライ

藤熊食品(株) 072-636-4151 手作り天ぷらの店

フラワーショップハヤシ 072-636-4068 こだわり市大特価

北部酒販(株) 072-636-4163 業務用酒類

マルヨシ 072-636-6831 野菜・果物・大特価

三葉茶業(株) 072-636-4198 お茶・コーヒーの販売

本井海苔(株) 072-636-4312 海苔

和歌浦屋食品 072-636-4109 豆腐・油揚げ

株式会社ライフフーズ　めしや食堂　茨木店 072-632-0351 和食、洋食、中華、飲料、酒類等

セブンイレブン茨木新和町店 072-633-7060 食品・雑貨・酒

射場石利石材株式会社 072-635-1134 お墓・石材・お墓まわりの小物、石工事、健康食品など

ワンカルビ茨木店 072-652-2929 外食レストラン（焼き肉ｵｰﾀﾞｰﾊﾞｲｷﾝｸﾞ）

conifereverre 072-665-8506 木製品やアロマ、自然派の生活雑貨の販売

株式会社にしじま 072-633-3500 日本酒、焼酎、ワイン専門酒類販売小売店 （全国発送ＯＫ）

ファミリーマート大阪府中央卸売市場店 072-630-0052 コンビニ商品全般

チバ保健薬局 072-633-5564 医薬品一般・処方調剤・漢方薬・健康食品等

東奈良、美沢町、沢良宜、沢良宜東町、沢良宜浜、横江、高浜町

島、新和町

大阪府中央卸売市場　加工食品卸売商業協同組合　こだわり食材市場

鮎川、白川、南目垣

大同町、平田、野々宮、真砂玉島台、真砂



写真屋ＡＢＣ　南茨木店 072-638-0724 デジカメ・フィルムの写真の現像、プリント、大伸ばし即日仕上

TSUTAYA南茨木店 072-633-1955 DVD/CD/コミックのレンタル及びリサイクル販売

さつき薬局 072-632-8558 保険調剤薬局、ＯＴＣ医薬品、お薬飲めたねなど

ゲオ中環茨木店 072-657-0365 ＤＶＤ・ＣＤ・レンタル/販売、ゲーム販売など

セブンイレブン茨木沢良宜東町店 072-637-0108 食品・ドリンクなど

御菓子処　茨木やまぢ 072-635-1006 和菓子、餅、赤飯　等

ココス茨木沢良宜店 050-3333-1847 ファミリーレストラン

毎日新聞・日本経済新聞　茨木南販売所 072-634-3892 毎日新聞・日本経済新聞・他諸紙

キリン堂　沢良宜店 072-630-3618 医薬品・化粧品・日用雑貨・食品

食品館アプロ　沢良宜店 072-630-5460 安全・安心・新鮮な食品の販売・提供

メガネの三城　中環茨木店 072-637-2121 メガネ・サングラス・補聴器

焼肉倶楽部いちばん 072-636-5501 ご来店をお待ちしております。

タイヤ館茨木 072-638-6889 タイヤ館はブリヂストンのタイヤ専門店です。

ｻｰﾃｨﾜﾝｱｲｽｸﾘｰﾑ茨木中環RS店 072-633-3931 1000種類を超えるアイスクリームで幸せをお届け

古本市場南茨木店 072-638-0022 ゲーム、古本、音楽・映像ソフト、トレカ、ホビーなど

さぬきうどんやま南茨木店 072-632-8001 毎日お店で粉から【生きているうどん】を作っています

建材アウトレットRico 072-638-9374 フロアー  内装ドア  キッチン  ユニットバス  トイレ

阪急オアシス茨木東奈良店 072-635-0806 大変、長らくお待たせしました。 10/24に再オープンしました。

焼肉料理さかもと 072-635-1093 黒毛和牛、冷麺、石焼ビビンバ、テジクッパ

なの花ドラッグストア南茨木店 072-633-4460 医薬品、健康食品、化粧品、日用雑貨

ハタ酒店 072-632-4170 酒類、米、食料品、調味料

フラワーショップタキイ駅前店 072-638-9987 生花・観葉植物・鉢華・小物など

シュープラザ茨木店 072-630-5350 靴及び関連商品

アトム電器南茨木店 072-638-6698 家電品販売と修理工事業

トラベルドリーム 072-652-2882 旅行業

茨木観魚園 072-633-0801 観賞魚の販売、アクアリウム用品の販売

コーナンPRO茨木店 072-633-0872 工具や資材を幅広く品揃えしています

コーナン茨木店 072-633-0868 日用品、園芸用品、資材、家電用品

Berry's cafe 072-638-9999 本格的な手作りアメリカンハンバーガー

医療法人高島整形外科 072-630-2600 患者一部（自費）負担金や文書料、物品購入等に対応

八剣伝　阪急南茨木駅前店 072-636-8044 焼鳥、揚げ物、サラダ、アルコール類、ドリンク

POLA THE BEAUTY 南茨木店 072-633-0108 エステ 、化粧品

南茨木焼そばセンター 072-657-0053 焼そば、鉄板料理、アルコール類、ドリンク

ローソンストア100南茨木駅前店 072-637-1699 生鮮、雑貨、菓子食品、郵便関係等

ベストヘルス治療院　馬場カイロプラクティック研究所072-638-0497 カイロプラクティック(登録番号0603)　ストレッチ　マッサージなど

ジュハイフィールドハビリス鍼灸院 072-635-9600 パーソナルトレーニング、アスレチックトレーニング鍼灸治療

ハビリス西さわらぎ 072-652-2800 デイサービスの自己負担金、昼食代等自費負担分

業務スーパーTAKENOKO 南茨木店 072-652-7788 生鮮特化型の業務スーパーです。 一般のお客様も大歓迎!!

ココカラファイン　ビエラ茨木新中条店 072-622-2111 ドラッグストア（医薬品・化粧品・日用品ほか販売）

ココカラファイン薬局　ビエラ茨木新中条店 072-622-2112 調剤薬局（要指導医薬品・第1類医薬品販売）

イズミヤ新中条店 072-625-5231 食料品・日用品

有限会社マツナガ電器 072-625-1313 エアコン、テレビ、ブルーレイ、冷蔵庫、洗濯機等

ヘアーハウスクライム 072-620-8289 ヘアーハウス

キャリエールヒデトワ　プラス 072-665-5995 洋菓子全般　ケーキ、焼菓子、ジェラート

ダイソーライフ茨木小川店 0726-20-1291 品揃えが豊富です！！

ライフ茨木小川店 072-621-4511 食料品・生活用品

ベーカーハウスリュウヘイ南茨木店 072-622-5846 焼きたてパン・サンドイッチ

セブンイレブンモノウェル南茨木店 072-621-5590 食品、日用雑貨

アピス薬局南茨木店 072-645-6601 保険調剤並びに医薬品、介護用品などの販売

ファミリーマート茨木天王店 072-623-2373 食品、生活雑貨など

ファミリーマート茨木蔵垣内店 072-631-8411 コンビニ商品全般

デイサービス　わかくさ 072-626-5522 利用者負担金・自費利用料金

三浦整骨院 072-626-1339 一部負担金・自費施術料金

阪急オアシス南茨木店 072-631-2521 長い間、お待たせしました。１１月２９日にオープンしました。

株式会社掛谷工務店 072-626-2626 リフォーム工事

ピュア元町店 072-622-1008 婦人服

メサベルテ茨木店 072-622-9600 焼きたてパン、焼き菓子、デザート

餃子の王将阪急茨木駅前店 072-620-6971 ギョウザ・焼めし・鶏の唐揚げ

咲菜（さかな）茨木店 072-631-2800 手づくり惣菜サラダ・弁当のおいしい専門店

いぐち薬局 072-621-6460 保険調剤、健康食品、一般医薬品販売

松本ミシン株式会社 072-624-3938 家庭用工業用ミシン販売、修理

株式会社ヤマグチメープル 072-622-2010 毛糸と化粧品

菓匠　石州 072-623-2796 茨木銘菓の和菓子と季節生菓子など

オプト井上 072-621-2525 メガネ・補聴器

手芸・パッチワークの店　コットンショプ浜 072-622-0310 生地、先染、プリント等手芸材料全般

(株)山口紅葉堂　北店 072-622-2848 高齢者向き紳士、婦人肌着、タオル類ギフト

株式会社とり粂 072-624-2045 精肉販売・デリカ・惣菜販売

ハーモニー 072-620-6463 カレー、コーヒー、焼菓子の販売

おしゃれ工房　ポルカ 072-622-2779 ミセスブティック・パンツ裾上げ無料です

角庄商店　本店 072-622-2635 新鮮野菜・新鮮果物

珈琲館　亜羅毘加（アラビカ） 090-8754-2118 提供ドリンクメニュー合算500円以上対象

割烹　片桐 072-626-2722 心をつくした伝統味人と人をつなぐお手伝い

福原商店 072-622-6818 たこ焼・回転焼・ぜんざい

土岐鶏卵 072-622-6126 生食用高級鶏卵の販売

ふなさだ 072-624-4961 川魚、鮮魚、塩干、加工品

野上商店 072-622-6353 野菜・果物・漬物・味噌・菓子

株式会社清田商店 072-622-2109 学校制服・婦人服・ワーキングウェアー

フードネットマート茨木店 072-665-4567 食品全般と一部日用品

うなぎのいち川 072-624-9100 魚貝、焼魚、鰻

鳥作まる 072-601-0289 国産桜姫鳥・本格炭火焼き鳥

肉の美乃幸薮田店 072-627-5729 国産黒毛和牛と黒豚、よいものをお手頃価格で

フレッシュベーカリーリンデン 072-625-6103 食パン、菓子パン

上中条、元町、大手町

新中条町、小川町、若草町、天王、蔵垣内、岩倉町、立命館OIC

沢良宜西



株式会社白金堂 072-622-4670 眼鏡・時計・補聴器の販売と修理

寺田商店 072-622-4272 傘、雨合羽、婦人靴、介護靴、運動靴、サンダル、提灯

アロマ&ネイル Fuwa Link　 080-4803-2894 ゆったりとした、リラクセーションとネイルのサロン

山崎屋 072-624-1407 美味しい佃煮と昆布、かつお節のお出汁の専門店

ジョニーのからあげ茨木神社前店 072-625-4421 からあげのテイクアウトや店内での飲食

リボーンスミス 072-645-7500 クツ＆カバンのクリーニング・修理

土と炎 072-625-3566 陶器、ガラス食器、漆器等の小売

ジュエリー白金堂 072-624-3828 アクセサリー、サイズ直し、ネックレス糸替え

Lala annex 072-621-6702 カット・カラー・パーマ等

のぼり刃物店 072-624-0146 刃物の販売・修理

株式会社　堀廣旭堂 072-622-2039 書籍・雑誌・文具

浜屋株式会社　茨木店 072-622-2211 仏壇・仏具・墓石・ギフト販売

おもちゃのつじせ 072-622-2337 玩具、フィギュア、トレーディングカード、ショッピングカート

阪急オアシス　茨木大手町店 072-631-9720 生鮮食品、加工食品、酒、日用品のスーパーです。

さくら鍼灸整骨院 072-625-1115 窓口負担５００円以上で利用ＯＫです！

かねよし商店 072-624-3189 鮮魚

三楽 072-626-0880 日本料理

がんばれ！やさい 青果販売

リノベのいばらきDIY工房 072-657-7675 木工スペース・工具の貸し出し

まちづくり交流ステーション　茨木にぎわい亭 072-624-5372 手作り雑貨・小物

ガーデンテラスライオン立命館いばらきフューチャープラザ店072-645-5590 洋食、コース料理、ビール、ローストビーフ

ドコモショップ茨木新庄店 072-626-3030 携帯電話のお困りごとは､当店に､ご相談ください。

茨木さくら薬局 072-620-6456 調剤・市販薬販売・化粧品販売

pain de jou jou 072-622-7337 パン製造販売

ヘアーサロン　喜美 072-627-0340 ヘアーサロン

完誠堂薬局中条店 072-631-2227 処方せん調剤・医薬品・日用品・食品

寺田接骨院 072-621-8888 施術　サポーター　湿布　サプリメント

茨木ラマン 072-647-7914 生ビールなどのアルコール、フード

たたらば珈琲　torte 072-647-7914 コーヒー、クレープ、ケーキなどの軽食

ローソンJR茨木東口店 072-622-3719 JR茨木駅東口すぐのローソンです

酒のやまやJR茨木駅前店 072-631-0700 酒類を中心とした嗜好品の専門店

きりそめまき 072-621-0103 カット、カラー等、ご予約にて承ります

出張理美容リンデンB・i北摂 0120-99-3828 ご自宅で毛染、パーマ、ベット上カット可

肉バルガブット 072-625-1129 JR茨木駅東口より徒歩30秒の場所にある肉バルです

cafeぶいえいと 072-625-9526 JR茨木駅前東口で定食、スイーツ、珈琲を提供

ファニービー茨木本店 072-645-1107 ファニービーは顧問医師と提携しているエステティックサロン

（有）聖磁堂    駅前店 072-624-0502 カステラ等の焼き菓子。シュークリーム等の生菓子。

DECCA-SOUL（デッカソウル） 072-622-6620 『なりたいスタイルが見つかる』とゲストから人気のサロン

（有）聖磁堂 072-625-1155 カステラ等の焼き菓子。シュークリーム等の生菓子。

ラッキードーナツ 072-622-1300 手作りドーナツ

手作り果実酒のお店　時優区 072-646-5263 軽食、スイーツ、カクテル等

なないろ薬局　茨木店 072-631-6333 調剤薬局

ハッケン酒場　JR茨木駅前店 072-631-1650 名物!!「熟成とりかわ」「旨ミンチ」「豚バラ」など、美味しい料理とお酒

株式会社北野商店 072-622-2036 酒類小売販売・立呑処（おでん・一品）

バル・タナハシ 072-625-6529 パスタなどもご用意、気軽なフレンチバル

髪結い石川屋 072-625-2193 カット・カラー・パーマ・シェービングなど

つかはら花園 072-627-2647 お花・生花、鉢植など

玉屋時計店 072-623-3585 時計販売、電池交換、時計修理

社交ダンス　ひらた屋 072-620-0770 社交ダンスレッスン、歩き方レッスン

スギ薬局茨木駅前通り店 072-665-5231 医薬品・化粧品・日用品・食品

HAIRWORKS　ZEST 072-627-1370 カット、パーマ、カラー、レディースシェービング

セブン-イレブンハートインJR茨木駅改札口 072-624-7727 食品・雑貨

エピソード茨木店 072-631-4300 アクセサリ 、化粧品、衣料 、シューズ など

ココカラファイン　JR茨木駅店 072-626-1168 ドラッグストア（医薬品・化粧品・日用品他販売）

好田矯正歯科 072-620-6048 矯正歯科　歯並びとかみ合わせの治療

ホテルクレストディオ 072-620-1010 シモンズ製ベッドと空気清浄機を全室に採用

アジアをあちこち　ムバラケ 072-622-1238 東南アジア料理と茨木の美味しいものをセレクト

居心伝　ＪＲ茨木店 072-645-7888 餃子、ステーキ、鉄板料理、アルコール類など

業務スーパーTAKENOKO 茨木市役所前店 072-646-0555 生鮮特化型の業務スーパーです。 一般のお客様も大歓迎!!

三島産業株式会社 0120-251-711 住宅設備関連機器の販売・施工

まいぷれ茨木市 090-6328-8420 地域情報サイト運営・インターネット広告

酒のやまや茨木水尾店 072-636-8850 酒類を中心とした嗜好品の専門店

スギ薬局茨木水尾店 072-636-8166 医薬品・化粧品・日用品・食品

フレスコ水尾店 072-636-5411 食料品を主に扱うスーパーマーケットです。

ローソンストア100茨木玉櫛店 072-636-1499 食料品、日用品等

業務用食品館のむのむ玉櫛店 072-636-0177 酒類、食品販売

シマダ酒店 072-634-1635 酒類　米

伏見屋茨木真砂店 080-4720-6056 豆腐及び豆腐関連商品の販売

一平 072-601-0111 たこ焼き　いか焼き　唐揚げ　ドリンク

医療法人朝田歯科 072-632-8841 治療費及び販売品

ファミリーマート茨木水尾店 072-636-8084 コンビニエンスストア

ファミリーマート茨木並木町店 072-652-8511 コンビニエンスストアでの一般取り扱い商品

ファミリーマート茨木玉櫛二丁目店 072-657-0006 雑誌・日用品・食料品など

ライドザウィンド 072-636-8011 自転車・オートバイ販売・修理

和季あいあい 070-5043-9135 和を中心とした創作料理

ファミリーマート茨木平田台店 072-657-0108 コンビニエンスストア

カットハウス　ナカガワ 072-632-3828 理容に関する技術全般

スズラン薬局 072-627-2007 処方せんに伴うお薬  一般医薬品  衛生用品など

エーワン寝装有限会社 072-636-1185 寝具一般

あいがわゴルフコース 072-643-0043 パブリック制、９ホール、ゴルフ場

大字桑原

駅前、水尾、並木町、若園町、玉櫛、主原町

東中条町、下中条町、西中条町


