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登録番号 1 店名 くらわんか餅　巴堂

住所 枚方市伊加賀北町６－１２ 電話番号 072-841-3015

優待内容

ＰＲ

登録番号 2 店名 ニシカワ靴店

住所 枚方市伊加賀東町５－３８ 電話番号 072-841-2766

優待内容

登録番号 3 店名 イロハベーカリー

住所 枚方市伊加賀東町１－５ 電話番号 072-380-0779

優待内容

ＰＲ

登録番号 4 店名 呼人堂

住所 枚方市岡本町１０－３ 電話番号 072-841-2713

優待内容

ＰＲ

登録番号 5 店名 アユート・ウチヤマ

住所 枚方市伊加賀東町５－３２ 電話番号 072-846-2027

優待内容

①婦人ケミカルシューズを５％引き
②紳士・婦人傘を１０％引き

お買い上げ1５００円以上で枚方名物やきもちを１個プレゼント！

枚方名物くらわんか餅、枚方銘菓くらわんこを製造直売しています

１５００円（税抜）以上お買い上げで、あかつき（小倉あん）１個進呈！
（※本店のみ有効）

創業明治４０年、大阪ひらかた銘菓「あかつき」の呼人堂です。

１個１３０円又は１１０円の調理パンを１個１００円でご提供致します。

パンをお買い上げの方にポイントカードのポイント１つサービス！

菓子パンからハード系まで揃えています。安心して毎日食べられるパンを目指しています
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登録番号 6 店名 ブティック・ユーミー

住所 枚方市御殿山町７－５ 電話番号 072-848-3320

優待内容

ＰＲ

登録番号 7 店名 ドリームスペース　りぶ

住所 枚方市牧野下島町１６－７ 電話番号 072-866-2277

優待内容

ＰＲ

登録番号 8 店名 楠葉ふとん店

住所 枚方市楠葉中町１－９ 電話番号 072-856-3967

優待内容

登録番号 9 店名 川口園芸・川口樹木医事務所

住所 枚方市楠葉野田１－３０－３ 電話番号 072-856-2248

優待内容

ＰＲ

登録番号 10 店名 今道商店

住所 枚方市中宮東之町１－３１ 電話番号 072-847-3817

優待内容

登録番号 11 店名 文具ヤマト

住所 枚方市甲斐田東町２８－４ 電話番号 072-848-9128

優待内容

ＰＲ

お買い上げ合計金額２０，０００円以上で５％割引！

洋服の販売だけでなく、お仕立てやリフォーム等も承ります。

お一人様、３，０００円以上お買い上げで１０％ＯＦＦにさせて頂きます。

素敵な婦人服や可愛い雑貨がいっぱいのお店です。

お買い上げ金額を５％割引（但し他のサービスとの併用は不可）

１０００円以上お買い上げの方、ノート（Ｂ５）又はボールペン進呈

創業４３年の店。文具・事務用品取り扱いしています。

花苗・植木等、植物全般を５％ＯＦＦ！（土類・資材などは除く）

樹木医のいるお店です。各種園芸相談も承ります。

粗品（ゴミ袋）進呈
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登録番号 12 店名 北村みそ本家

住所 枚方市岡本町１０－２ 電話番号 072-844-0211

優待内容

登録番号 13 店名 イトウ電化

住所 枚方市北中振３－２２－１ 電話番号 072-832-5051

優待内容

ＰＲ

登録番号 14 店名 岡治商店

住所 枚方市北中振３－１８－１６ 電話番号 072-831-7333

優待内容

登録番号 15 店名 ノンノン（学生衣料・婦人服）

住所 枚方市北中振３－２４－２５ 電話番号 072-833-6538

優待内容

ＰＲ

登録番号 16 店名 寿花園（ジュカエン）

住所 枚方市牧野本町２－１－７ 電話番号 072-851-0985

優待内容

ＰＲ

登録番号 17 店名 ワカバヤシ酒店

住所 枚方市渚本町２－７ 電話番号 072-840-2229

優待内容

ＰＲ 大阪産の地酒・地ビール・地ワイン揃えています。

お買上げ３０００円以上で靴下プレゼント

地域密着、一人一人のニーズに合わせてコーディネートします。

お買上げ金額の１０％ＯＦＦ（但し、神仏の供花は除く）

創業５０年、地域のみなさまに愛されている花屋です。

商品お買上げのお客様、５％割引（一部商品除く）

２０００円以上お買い上げで粗品プレゼント

２０００円以上お買い上げの方に粗品進呈

あなたのまちの電気やさん

クリーニング　２０％ＯＦＦ、その他商品すべて１０％ＯＦＦ
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登録番号 18 店名 坂口米穀店

住所 枚方市大垣内町１－４－２３ 電話番号 072-841-2609

優待内容

ＰＲ

登録番号 19 店名 有限会社　枚方マツバラ

住所 枚方市御殿山町５－３１ 電話番号 072-847-5406

優待内容

登録番号 20 店名 枚方種苗店

住所 枚方市西禁野１－４－４８ 電話番号 072-849-0373

優待内容

登録番号 21 店名 洋菓子・コーヒー　デリス

住所 枚方市長尾谷町３－１７－２８ 電話番号 072-868-4046

優待内容

登録番号 22 店名 ヤンチャ

住所 枚方市長尾谷町１－１０４

優待内容

登録番号 23 店名 宝石のタカセ　マイリングスタジオ

住所 枚方市宮之阪１－２０－３－１０７ 電話番号 072-849-6767

優待内容

ＰＲ

ジュエリーの修理・リペア・リフォーム５００円ＯＦＦ！！新品仕上げ等に！！

宝石・貴金属の製造・販売、リペアー・リフォーム・オリジナ作成教室etc

花束３０００円以上より本数をサービスします。

全商品　１０％割引

ご来店の方にお菓子１つプレゼント

購入金額８％ＯＦＦ（米穀限定）

自然食品取り扱いしております。

メガネ・宝石お買い上げの方、割引価格よりさらに５％割引
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登録番号 24 店名 笠井酒店

住所 枚方市長尾元町２－２５－１１ 電話番号 072-857-6109

優待内容

登録番号 25 店名 ブーランジェリー　ドゥ　ソレイユ

住所 枚方市春日東町２－２－１ 電話番号 072-888-8163

優待内容

ＰＲ

登録番号 26 店名 レディースショップ　アイドール

住所 枚方市長尾元町５－１０－６ 電話番号 072-868-4011

優待内容

ＰＲ

登録番号 27 店名 有限会社　マエダ電機

住所 枚方市渚本町５－２６－１０３ 電話番号 072-849-8017

優待内容

登録番号 28 店名 中野米穀店

住所 枚方市牧野本町１－２９－３ 電話番号 072-855-3400

優待内容

登録番号 29 店名 メガネの愛眼　フォレオ枚方店

住所 電話番号 072-850-4658

優待内容

ＰＲ

①メガネフレーム・レンズ　更に５％ＯＦＦ（他の割引券・割引企画と
併用不可）②補聴器本体５％ＯＦＦ

店内のフレームは全てレンズ付価格になっています。補聴器取り扱い有り

５００円以上お買上げで５％引き

国産の小麦を使った安心・安全なパン作りに取り組んでいます。

店頭表示価格から５％割引（一部対象外商品あり、クレジット決済不可）

創業４０年の婦人服店です。

エアコンお買い上げの方、基本撤去工事料無料（リサイクル料別）
（ご利用期間：２０１７年１２月３１日まで）

枚方市高野道１－２０－１０　ﾌｫﾚｵひらかた店１Ｆ

・大山牛乳（ふるさと）９００ml瓶入　　・日本盛　米ぬか美人シリーズ
店頭の割引価格より５％引き

５kg以上のお米ご購入の方に限り、ボックスティッシュ１箱orお菓子プレゼント
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登録番号 30 店名 メガネの愛眼　枚方店

住所 枚方市朝日丘町１－８ 電話番号 072-841-3741

優待内容

ＰＲ

登録番号 31 店名 グラン　ターブル

住所 枚方市山之上１－１２－１０ 電話番号 072-846-3808

優待内容

ＰＲ

登録番号 32 店名 株式会社　薮内米穀店

住所 枚方市山之上東町６－１１ 電話番号 072-846-5117

優待内容

ＰＲ

登録番号 33 店名 ブーランジェリー　プティ　タ　プティ

住所 枚方市星丘１－２０－１ 電話番号 072-807-4294

優待内容

ＰＲ

登録番号 34 店名 岸田清香園

住所 枚方市宮之阪３－６－１ 電話番号 072-847-8565

優待内容

ＰＲ

登録番号 35 店名 大倉畳店

住所 枚方市宮之阪３－６－２７ 電話番号 072-849-3933

優待内容

ＰＲ

①メガネフレーム・レンズ　更に５％ＯＦＦ（他の割引券・割引企画と併用
不可）②補聴器本体５％ＯＦＦ

店内のフレームは全てレンズ付価格になっています。補聴器取り扱い有り

１０００円以上のご利用で５％割引きさせて頂きます。

オープンから地域のお客様に愛される店を目指し、日々パンを作っています。

つきたての美味しい白米
お持ち帰りの方のみ　１０kg ３００円引き　５kg １００円引き

もみ付、玄米、無洗米を精米出来る機械があります。

パンを５００円以上お買上げでロールパンサービス致します
（ジュース・アイスクリーム・紅茶・陶器を除く）

地域密着の手作りパンのお店です。

１０００円以上お買い上げで５％ＯＦＦ

宇治茶の専門店です。

対象商品の５％割引

京阪宮之阪駅前
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登録番号 36 店名 株式会社　枚方石材

住所 枚方市禁野本町１－２－１ 電話番号 072-848-1234

優待内容

登録番号 37 店名 ＫＡＭＡＲ（カマル）

住所 枚方市宮之阪３－１－２２ 電話番号 072-849-7707

優待内容

登録番号 38 店名 ケーキハウス　フルート

住所 枚方市宮之阪３－６－２９ 電話番号 072-840-5331

優待内容

登録番号 39 店名 オートショップ　タイム

住所 枚方市尊延寺２－２２－１－１０１ 電話番号 072-807-6920

優待内容

登録番号 40 店名 株式会社　京阪百貨店

住所 守口市河原町８－３ 電話番号

優待内容

登録番号 41 店名 コスメ　リモーネ

住所 枚方市御殿山町６－５ 電話番号 050-5307-2917

優待内容

ＰＲ

墓石：店頭価格より１５％～２０％割引
生花：花束、アレンジ花、開店・法事花　１０％割引

店内商品５％ＯＦＦ（セール品除く）

カードを くずは店３階婦人服カウンターにてご提示頂きますと、
京阪百貨店各店でご利用頂ける５％引き優待券をお渡し致します。
但し、食料品・バーゲン品他　優待の除外品目がございます。

常時２０～５０％offの店ですが、更に１０００円以上お買い上げで１００円Ｏ
ＦＦ。赤ちゃんでも使える肌に優しいオーガニッククリームで手＆肩のマッ
サージいつでも無料。金額に応じてプレゼントやお誕生日プレゼントも有りま
す。
”毎日肩もみして、保湿もして、しゃべって帰るだけ”もＯＫな店です。

小さい店なので原価ギリギリで提供。直輸入のオーガニックコスメやココナッ
ツオイル、ジンジャーキャンディー、はちみつ、オリーブオイル（１００％
オーガニック）も試せます。

１０００円（税抜）以上お買い上げで５％ＯＦＦ！！

原付バイクのオイル交換を１０００円にて賜ります。

06-6994-1313（代）
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登録番号 42 店名 パン工房　さらさ

住所 枚方市御殿山町７－９ 電話番号 072-898-1118

優待内容 ５５０円以上お買上げで５％ＯＦＦ
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登録番号 1 店名 星田ネオ書房

住所 交野市星田５－１７－２３ 電話番号 072-891-1893

優待内容

登録番号 2 店名 クリスマスローズ

住所 交野市天野が原町２－１４－１6 電話番号 072-892-6871

優待内容

ＰＲ

登録番号 3 店名 原田牛乳店

住所 交野市私市２－２０－１０ 電話番号 072-891-0473

優待内容

ＰＲ

登録番号 4 店名 藤が尾青果

住所 交野市藤が尾４ー１－２ 電話番号 072-892-2656

優待内容

登録番号 5 店名 山﨑畳店

住所 交野市藤が尾５－１１－２ 電話番号 072-891-8579

優待内容

交野市内、配達致します！ご連絡をお願いします。

ご成約頂いた方、畳数に応じて合計金額から割引致します。

二部屋まで…５％ＯＦＦ、三部屋まで…８％ＯＦＦ、四部屋以上…１０％ＯＦＦ

交野市内に限り配達料無料にてＴＥＬ・ＦＡＸでのご注文を承ります！

ご購入時、レジにて消費税サービス！

二胡教室・俳句教室も好評開催中！

ご契約頂いた方に、宅配商品の中からお好きな商品３品サービス！（交野市限定）

メグミルク、いかるが牛乳の販売店です！
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登録番号 6 店名 お茶のかをり園

住所 交野市星田５－１８－２ 電話番号 072-891-2258

優待内容

ＰＲ

登録番号 7 店名 矢鍋商店

住所 交野市私市８ー１３－７ 電話番号 072-891-2439

優待内容

登録番号 8 店名 飯田寝装店

住所 交野市星田５－１７－１６ 電話番号 072-891-1066

優待内容

ＰＲ

登録番号 9 店名 中　書店

住所 交野市私部３－１７－３ 電話番号 072-891-5033

優待内容

ＰＲ

登録番号 10 店名 いぬい商店

住所 交野市私市６－１－６ 電話番号 072-891-2326

優待内容

ＰＲ

登録番号 11 店名 らっぷらんど　ＨｏＨｏＨｏｏ

住所 交野市星田北５－１９－６－２０１ 電話番号 072-891-3686

優待内容

国産百花みつ（一升瓶）を５％ＯＦＦ！

本をお買い上げの方に書店くじを差し上げます。（当り券の場合１等：
１万円、2等：1000円、3等：500円、4等：100円が当ります）

お茶全品１０％割引！

店主はお茶アドバイザー資格者！いつも手作りで新しいお茶をご提供致します。

①カーテン集配クリーニング取付・取外し無料
②布団３点セット（掛・敷・枕）購入の方限定カバープレゼント
③布団カバーお買い上げの方はカバー取付に伺います
④北河内地区限定配達無料

手作り綿布団・ｶｰﾃﾝﾘﾌｫｰﾑ・ｶｰﾍﾟｯﾄ敷替・室内壁紙貼替工事・
衣類＆大物ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ・洋服の寸法直し承り中

京阪電鉄私市線　交野駅前

・店内の商品をお買上げの方に粗品を進呈
・通常１００円の配達料をサービス（但し交野市内に限ります）

値段以上においしいお米を売っています。お好みに応じて５分づき、７分づき
等が店頭にてできます。

対象商品を５％割引
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登録番号 12 店名 インテリア　ホーワ

住所 交野市倉治２－１７－１１ 電話番号 072-891-3080

優待内容

登録番号 13 店名 サイクルショップ　ワキ

住所 交野市郡津３－５－３ 電話番号 072-892-1528

優待内容

オーダーカーテン・カーペット「半額」、採寸・見積・取付サービス

電動アシスト自転車ご購入のお客様にリヤバスケット（￥２４００(税抜)）を
プレゼント
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登録番号 1 店名 ＥＤＥＮ

住所 寝屋川市香里南之町１９－３２ 電話番号 072-835-0599

優待内容

登録番号 2 店名 川口畳店

住所 寝屋川市香里新町２７－２１ 電話番号 072-831-1225

優待内容

登録番号 3 店名 有限会社　サトミフーズシステム

住所 寝屋川市石津南町２５－１ 電話番号 072-828-1041

優待内容

ＰＲ

登録番号 4 店名 岡本自転車店

住所 寝屋川市高宮２－２２－４ 電話番号 072-823-1460

優待内容

登録番号 5 店名 ファッションハウス　いずみ

住所 寝屋川市打上元町１４－１２ 電話番号 072-823-1183

優待内容 お誕生日月に１０％引き（バーゲン除く）

会員カードご提示で５％ＯＦＦ！（一部対象外あり）

国産畳表工事の５％割引

お弁当１つにつき５００mlペットボトルのお茶を１本サービス致します

老人会や地域のあつまり、各種イベントなど、美味しい手作りお弁当を配達し
ています。ご相談ください。

自転車・二輪の点検　無料サービス



13 / 50 ページ

登録番号 6 店名 花の店　ジュリアン

住所 寝屋川市木田町１６－４ 電話番号 072-823-3120

優待内容

ＰＲ

登録番号 7 店名 輸入家具サロン　ＣＨＡＲＭＥ（シャルム）

住所 寝屋川市境橋町５－１０ 電話番号 072-832-3077

優待内容

ＰＲ

登録番号 8 店名 井上ガーデン

住所 寝屋川市打上元町１３－３５ 電話番号 072-823-8087

優待内容

ＰＲ

登録番号 9 店名 メガネの愛眼　アルプラザ香里園店

住所 寝屋川市日新町５－５　アルプラザ香里園１Ｆ 電話番号 072-835-0181

優待内容

ＰＲ

登録番号 10 店名 メガネの愛眼　東香里店

住所 寝屋川市寝屋１－３－９ 電話番号 072-821-1694

優待内容

ＰＲ

登録番号 11 店名 フラワーショップ　ハナキ

住所 寝屋川市萱島本町１４－９ 電話番号 072-821-6194

優待内容

お買上げ１割引

ガーデニング・切花・ランなどすべてに対応できる店をめざしています。

初めてご来店のお客様に素敵なローズコースターをプレゼントさせて頂きます。

白を基調としたセレブリティなインテリアサロンです。上質で豊かなライフス
タイルを提案します。

対象商品１０００円以上お買い上げで５％引き

１０００円以上お買い上げの方に粗品をプレゼント

園芸相談（植物の作り方・病害虫の予防・生花アレンジ等）承ります。

①メガネフレーム・レンズ　更に５％ＯＦＦ（他の割引券・割引企画と
併用不可）②補聴器本体５％ＯＦＦ

店内のフレームは全てレンズ付価格になっています。補聴器取り扱い有り

①メガネフレーム・レンズ　更に５％ＯＦＦ（他の割引券・割引企画と
併用不可）②補聴器本体５％ＯＦＦ

店内のフレームは全てレンズ付価格になっています。補聴器取り扱い有り
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登録番号 12 店名 㐂多八

住所 寝屋川市秦町２－８ 電話番号 072-821-0883

優待内容
お寿司のお持ち帰りを１割引致します。
（お弁当・配達・お食事などは対象外です）
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登録番号 1 店名 お喜奈

住所 門真市野里町１４－２４ 電話番号 072-881-5310

優待内容

登録番号 2 店名 門真園芸株式会社

住所 門真市深田町２４－１５ 電話番号 06-6908-6988

優待内容

登録番号 3 店名 あきらドーナツ

住所 門真市松生町５－１１ 電話番号 06-6909-4910

優待内容

登録番号 4 店名 中津文具店

住所 門真市松葉町７－１８ 電話番号 06-6901-1673

優待内容

ＰＲ

登録番号 5 店名 有限会社　篠矢茶舗

住所 門真市幸福町２３－１１ 電話番号 06-6902-2692

優待内容

ＰＲ

自家製品に限り５％割引（サービスカード・サービス品との併用不可）

お正月用「門松」をご注文頂いた方に、特大しめ縄（玄関用）を
プレゼントいたします。

ドーナツ１０００円以上で２個サービス

毎年年末、年賀ハガキお買上げの方に、もれなく粗品進呈

・茶・コーヒー豆　５％割引　・茶進物品　１０％割引

銘茶、宇治茶、静岡茶、八女茶、鹿児島茶（知覧茶）等、各産地取り扱っています。

はすはな中学校・みらい小学校体操服取り扱い、門真市粗大ごみ処理券取扱い
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登録番号 6 店名 松本酒店

住所 門真市御堂町１－２５ 電話番号 06-6901-1705

優待内容

ＰＲ

登録番号 7 店名 たこ焼き＆鉄板　蛸

住所 門真市末広町３２－７　コンフォートセキ１Ｆ 電話番号 06-6909-2222

優待内容

ＰＲ

登録番号 8 店名 マツヤ製菓株式会社

住所 門真市末広町２９－１８ 電話番号 06-6908-3359

優待内容

登録番号 9 店名 株式会社　Ｋ・Ｔフーズ鳥ぴん

住所 門真市下馬伏町１０－３０ 電話番号 072-881-5139

優待内容

登録番号 10 店名 阪口米穀店

住所 門真市江端町３７－３０ 電話番号 072-884-5030

優待内容

登録番号 11 店名 酒のはしだ

住所 門真市千石東町２－５－１０ 電話番号 072-881-4762

優待内容

アットホームなお店です。

１０００円以上お買い上げのお客様にティッシュ１箱進呈致します。

プレミアム焼酎等、取り扱っております。

お持ち帰りのみ、たこ焼き　６個３３０円を３００円、焼きそば（ソース）
４８０円を４００円に割引

ご本人に限り、お買上げ金額の５％引き（一部商品除く）

１０００円（税込）以上お買上げで５０円サービス券プレゼント

商品５％割引にさせて頂きます。

精米１０kgにつき２００円引き、精米５ｋｇにつき１００円引き
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登録番号 12 店名 cosmetics　ＦＵＪＩ（コスメティック　フジ）

住所 門真市脇田町１７－６ 電話番号 072-882-0431

優待内容

登録番号 13 店名 阪口米穀店

住所 門真市千石東町２－４１－３１ 電話番号 072-881-8286

優待内容

登録番号 14 店名 株式会社　まむ多

住所 門真市上島町４８－２ 電話番号 072-881-3258

優待内容

ＰＲ

登録番号 15 店名 紳士服　ハシグチ

住所 門真市三ツ島２－１－１ 電話番号 072-884-4129

優待内容

ＰＲ

登録番号 16 店名 有限会社　山中酒店

住所 門真市北島町２８－４ 電話番号 072-881-0677

優待内容

登録番号 17 店名 寿自動車株式会社

住所 門真市五月田町１２－２ 電話番号 072-881-3038

優待内容 粗品を進呈致します。

創業７０年　名物楠どら、餅パイ販売しております。

対象商品を２割引にさせて頂きます。

貴男の御予算内にて御奉仕中！！

２０００円以上お買上げのお客様、３％割引

お化粧品１５０００円以上（サービス品は除く）お買上げのお客様にエステ美顔
無料サービス※１ヶ月に１回、予約となります

精米１０kgにつき２００円引き、精米５ｋｇにつき１００円引き

全商品５％割引、まむ多ポイントカード併用可
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登録番号 18 店名 お菓子工房　あんじゅ

住所 門真市野里町９－９　サンワビル１Ｆ 電話番号 072-803-8686

優待内容

ＰＲ

登録番号 19 店名 ＯＫメガネ専門店　萱島店

住所 門真市上島町４７－３ 電話番号 072-881-3271

優待内容

ＰＲ

登録番号 20 店名 メガネの愛眼　古川橋駅前店

住所 門真市末広町４１－２　イオン古川橋駅前店３Ｆ 電話番号 06-6909-5585

優待内容

ＰＲ

登録番号 21 店名 メガネの愛眼　門真巣本店

住所 門真市北巣本町３８－１ 電話番号 072-886-1102

優待内容

ＰＲ

登録番号 22 店名 株式会社　高橋酒店

住所 門真市石原町２２－１６ 電話番号 06-6901-3595

優待内容

ＰＲ

登録番号 23 店名 菓子工房　益民山月庵

住所 門真市野里町１４－３０ 電話番号 072-882-3656

優待内容

ＰＲ

全商品定価より１割引き（タバコ・灯油・ビール券等、一部商品を除く）

今年で創業５０年の昭和情緒の残る立ち呑み有りの酒屋です。

かりんとう饅頭（門真香琳）５個お買い上げのお客様に１個サービス

”和菓子品質宣言”　素材を大切に、国産にこだわり

門真市・寝屋川市では当店でしか見られない商品を多数ご用意しております。

①メガネフレーム・レンズ　更に５％ＯＦＦ（他の割引券・割引企画と併用不
可）②補聴器本体５％ＯＦＦ

店内のフレームは全てレンズ付価格になっています。補聴器取り扱い有り

①メガネフレーム・レンズ　更に５％ＯＦＦ（他の割引券・割引企画と併用不
可）②補聴器本体５％ＯＦＦ

店内のフレームは全てレンズ付価格になっています。補聴器取り扱い有り

１０００円以上お買い上げのお客様に粗品進呈させて頂きます。

一品一品手作りです。

メガネ一式お買い上げの方、お会計１０％ＯＦＦ
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登録番号 1 店名 株式会社　京阪百貨店

住所 守口市河原町８－３ 電話番号 06-6994-1313（代）

優待内容

登録番号 2 店名 辻野石油株式会社

住所 守口市梶町２－１４－２ 電話番号 06-6901-4744

優待内容

登録番号 3 店名 フードショップ　村橋

住所 守口市大日町２－２９－８ 電話番号 06-6901-2258

優待内容

登録番号 4 店名 有限会社　タケモト

住所 守口市大日町２－３０－６ 電話番号 06-6902-6295

優待内容

登録番号 5 店名 前田商店

住所 守口市佐太中町５－１－４ 電話番号 06-6901-8617

優待内容

配達無料(配達エリアは庭窪中学校区内に限る）

ビール１ケースお買上げで粗品進呈。守口市内は配達致します。

カードを守口店１階サービスカウンターにてご提示頂きますと、
京阪百貨店各店でご利用頂ける５％引き優待券をお渡し致します。
但し、食料品・バーゲン品他　優待の除外品目がございます。

店頭価格よりガソリン・ハイオク・軽油を２円引き（現金払いに限る）

パン・菓子・飲食料品を１０００円以上お買い上げで５％ＯＦＦ

各メーカー瓶ビールをケースでご注文・お買上げで粗品進呈
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登録番号 6 店名 中本畳店

住所 守口市南寺方東通２－１３－３０ 電話番号 06-6991-3856

優待内容

ＰＲ

登録番号 7 店名 メガネの愛眼　イオンモール大日店

住所 守口市大日東町１－１８　イオンモール大日２Ｆ電話番号 06-4252-3571

優待内容

ＰＲ

朝　引き取り、夕方　納品も可能です。日曜・祝日の施工承ります。

①メガネフレーム・レンズ　更に５％ＯＦＦ（他の割引券・割引企画と
併用不可）②補聴器本体５％ＯＦＦ

店内のフレームは全てレンズ付価格になっています。補聴器取り扱い有り

畳工事代金より１０％引き



21 / 50 ページ

登録番号 1 店名 ＬＡＲ５

住所 枚方市大垣内町１－５－１１ 電話番号 050-3725-1451

優待内容

ＰＲ

登録番号 2 店名 割烹　藤

住所 枚方市伊加賀東町５－３３ 電話番号 072-841-2415

優待内容

登録番号 3 店名 炭火焼鳥　山くら

住所 枚方市川原町１０－６ 電話番号 072-844-7833

優待内容

ＰＲ

登録番号 4 店名 ふぐ料理　西京家

住所 枚方市宮之阪１－２０－４ 電話番号 072-805-0640

優待内容

ＰＲ

登録番号 5 店名 喫茶　リフ

住所 枚方市大垣内町２－８－１ 電話番号 072-844-9048

優待内容

ＰＲ ジャズをＣＤ又はレコードで流しています。

ドリンク全品５０円引き（テイクアウト除く）

天然木で造られた店内でゆっくりご飲食・お買物をして頂けます。

１０００円以上のお料理をご注文の方にソフトドリンクを１杯サービス
（ウーロン茶・りんご・オレンジ）

２０００円以上ご飲食の方に、おばんざい１品プレゼント

新鮮な鳥を毎日１本１本串打ちしております。名物は「しそつくね」

日本酒以外のドリンク１杯サービス！！

山口県にこだわったお料理・お酒などをご提供しております。

ジャズの音源リクエストを承ります。
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登録番号 6 店名 りぶのとなり

住所 枚方市牧野下島町１６－７ 電話番号 072-866-2277

優待内容

ＰＲ

登録番号 7 店名 みのり

住所 枚方市西禁野２ー４６－９ 電話番号 072-840-0133

優待内容

ＰＲ

登録番号 8 店名 お好み焼き　お食事処　味香佐

住所 枚方市津田駅前１－１５－４ 電話番号 072-858-1064

優待内容

ＰＲ

登録番号 9 店名 ふじさか食堂

住所 枚方市藤阪南町２－５－１ 電話番号 072-856-4750

優待内容

ＰＲ

登録番号 10 店名 一品料理　ふじい

住所 枚方市川原町６－３４ 電話番号 072-843-0758

優待内容

登録番号 11 店名 枚方焼肉　冷麺館　新羅

住所 枚方市北中振３－２３－２ 電話番号 072-833-0291

優待内容

お一人様６００円以上ご飲食の方にコーヒー１杯プレゼントします。

出汁の美味しいうどんを用意してお待ちしております。

ご飲食代金５０００円以上で５％引き（ランチタイムは除く）

鉄板料理を全品半額

美味しいお好み焼きやホルモンをご用意しております。

お一人様１，０００円以上のお食事で５０円割引

自家製おつけもの盛り合わせ１皿をサービス

手作りの家庭料理で、今は少なくなった昔ながらの食堂です。

ご飲食代金より１０％割引

昭和３９年開店。「お好み焼き」以外にも、お食事の一品や冬には「おでん」
もやってます！
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登録番号 12 店名 喫茶　嵯峨

住所 枚方市甲斐田東町１－６ 電話番号 072-847-3844

優待内容

ＰＲ

登録番号 13 店名 喫茶　ＶＡＮ

住所 枚方市須山町３１－３ 電話番号 072-840-5973

優待内容

ＰＲ

登録番号 14 店名 ステーキカッポー　恒づね

住所 枚方市津田山手１－８－１ 電話番号 072-858-0080

優待内容

ＰＲ

登録番号 15 店名 お好み焼き　マツモト

住所 枚方市岡東町１２－３－３０８　ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ３号館 電話番号 072-843-5458

優待内容

ＰＲ

登録番号 16 店名 活魚料理・田楽　飛騨

住所 枚方市岡東町１２－３－３０６　ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ３号館 電話番号 072-846-2238

優待内容

ＰＲ

登録番号 17 店名 ほほえみ

住所 枚方市宮之阪２－１２－２ 電話番号 072-847-6088

優待内容

ＰＲ

全品１０％引き！

創業４３年　本物のコーヒーを飲んで下さい。

サンドイッチ ＋ ドリンクの方はコーヒー・紅茶おかわりできます。
おかわり無しの方は１００円引きします。

ミックスサンドが絶品です！！

食前酒又はオレンジジュースをサービス

ステーキが美味しい、枚方の名店

お食事をされた方にソフトドリンク１杯プレゼント

美味しいお好み焼きとお酒のつまみが充実しています。

お食事をされた方にソフトドリンクサービス

新鮮な魚介を食べに来て下さい。

日替わり定食・お好み焼き定食後の１ドリンク（コーヒー）サービス

新鮮な魚介類の鉄板焼きなどオススメです。
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登録番号 18 店名 洋食　かりん

住所 枚方市宮之阪２－３－８－１０３ 電話番号 072-805-0112

優待内容

ＰＲ

登録番号 19 店名 café・.hinode　（カフェ・ヒノデ）

住所 枚方市岡山手町１１－１０８ 電話番号 072-380-3292

優待内容

ＰＲ

登録番号 20 店名 桜すし

住所 電話番号 072-809-0101

優待内容

ＰＲ

登録番号 21 店名 コンフェクト　ナカジマ

住所 枚方市北中振３－２０－１５ 電話番号 072-832-1036

優待内容

ＰＲ

登録番号 22 店名 株式会社　光善寺湧喜屋

住所 枚方市北中振３－２０－１７ 電話番号 072-832-1457

優待内容

ＰＲ

登録番号 23 店名 炭火焼肉　大起園

住所 枚方市村野高見台１－３３ 電話番号 072-840-5556

優待内容

お食事後のコーヒーサービス

ご来店お待ちしております。

お会計２０００円（税込）以上で、和菓子を１つプレゼント

本格ハンドドリップ珈琲と和菓子のお店です。ランチも人気です。

ご飲食代金を５％ＯＦＦ

立って食べるお寿司屋さん！リーズナブルですよ。

店内でケーキセットご利用時、５０円引きさせて頂きます。

手作りをモットーにお客様に喜んで頂ける商品づくりをしています。

枚方市牧野阪２－５－５ﾌｧｲﾝﾌﾗｯﾂｲｰｽﾄﾌﾟﾗｻﾞ１０５

付出し又はコーヒーサービス

仕出し・寿司の配達もやっています。カウンターや２帖のお座敷もあります。

お会計から５％ＯＦＦ
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登録番号 24 店名 居酒屋　まめやん

住所 枚方市御殿山町５－９ 電話番号 072-898-1123

優待内容

ＰＲ

登録番号 25 店名 菊寿司

住所 枚方市春日元町４１－１１－１２ 電話番号 072-858-6988

優待内容

登録番号 26 店名 有楽すし

住所 枚方市長尾家具町１－４－２５ 電話番号 072-850-6100

優待内容

登録番号 27 店名 Social　Dining　Ｅｂｉ-蔵

住所 枚方市川原町９－４－１Ｆ 電話番号 072-846-3855

優待内容

ＰＲ

登録番号 28 店名 手打ちそば　太郎右衛門

住所 枚方市藤阪元町１－５－３１ 電話番号 072-857-4565

優待内容

ＰＲ

登録番号 29 店名 トラットリア　ダ　ナオシ

住所 枚方市北中振３－２０－１８－２Ｆ 電話番号 072-835-2234

優待内容 ランチタイムはＤセットに限り１００円引き、ディナータイムは５％割引

平日のみ当店からサプライズサービス！！ ＋ 本日のワンドリンクサービス！！

若年から年配の方まで、ゆっくりくつろいでお食事頂けます。

１０００円以上ご飲食の方は１割引

石臼挽き、自家製粉のそば粉十割のおそばをお召し上がりください。

本格焼酎一杯無料（芋・麦・米・黒糖・泡盛）

地酒・本格焼酎が呑める店

お会計を５％割引

飲食全品５％ＯＦＦ、出前・宴会も対象です（ランチは対象外）
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登録番号 30 店名 ごはん処　宝

住所 枚方市香里丘２－１－１２ 電話番号 072-854-0257

優待内容

ＰＲ

登録番号 31 店名 ゆぴてる　びれっじ

住所 枚方市田口２－２６－１２ 電話番号 050-7100-2408

優待内容

登録番号 32 店名 龍鳳

住所 枚方市甲斐田東町２－８ 電話番号 072-848-9874

優待内容

登録番号 33 店名 創作和膳　うえだ

住所 枚方市宮之阪３－１－２４ 電話番号 072-805-0880

優待内容

登録番号 34 店名 喫茶　オモカゲ

住所 枚方市宮之阪３－６－３３ 電話番号 072-807-7140

優待内容

ＰＲ

登録番号 35 店名 ａｂｏｕｔ　ａ　ｃｏｆｆｅｅ

住所 枚方市宮之阪１－９－３２ 電話番号 072-898-5117

優待内容

ＰＲ

当店おすすめの本格焼酎を１杯プレゼント

地域に根付かせて頂き４５年！！　まだまだ　がんばります！！

お飲み物 全て 半額

お食事頂いた方に一品サービス

飲食代から５％割引

ケーキセット１００円割引

モーニング・ランチ・喫茶など落ち着いた店内で、ゆっくりお楽しみ頂けます。

①１５時～１７時にご来店のお客様に限り、ケーキセット通常５０円引きを
１００円引き　②コーヒー豆１００ｇ４５０円を１００ｇ４２０円（１日中）

自家焙煎コーヒーや自家製ケーキ、モーニング、ランチをお楽しみください。
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登録番号 36 店名 粉もん　まるじゅう

住所 枚方市禁野本町１－８７１　イズミヤ枚方店内 電話番号 072-849-2707

優待内容

ＰＲ

登録番号 37 店名 海鮮餃子・中華料理　北京

住所 枚方市宮之阪１－１９－２ 電話番号 072-849-0433

優待内容

ＰＲ

登録番号 38 店名 たこやき　居酒屋　くう～

住所 枚方市藤阪南町３－１０９－１ 電話番号 072-859-9900

優待内容

ＰＲ

登録番号 39 店名 サンテリア

住所 枚方市津田駅前１－１３－１－１０４ 電話番号 072-808-2555

優待内容

登録番号 40 店名 珈琲　蔵　津田店

住所 枚方市津田西町２－３１－３５ 電話番号 072-896-0040

優待内容

お買上げ金額合計５００円以上で１０％ＯＦＦ

大阪名物 たこ焼き・お好み焼きなどの粉もん屋です。お持ち帰りも出来ます。

あっさりと美味しい肉餃子１人前（生）（焼）につき１０円引きとさせて頂きます。

ロールケーキ１００円引き

明るく元気一杯でおいしい餃子・中華料理（あっさり本物のスープ）のお店です。

たこ焼きに限り５０円引き

アットホーム感満載の屋台風の店

ランチタイムのランチセットドリンク無料（ＡＭ１１：００～ＰＭ２：００）
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登録番号 1 店名 福すし

住所 交野市倉治２ー４－１１ 電話番号 072-892-2446

優待内容

ＰＲ

登録番号 2 店名 がんび

住所 交野市私市８－１６－７ 電話番号 072-892-4132

優待内容

ＰＲ

登録番号 3 店名 家族亭

住所 交野市私部４－１３－６ 電話番号 072-891-7729

優待内容

ＰＲ

登録番号 4 店名 料理処　魚三

住所 交野市私部南２－５１２－３ 電話番号 072-891-4936

優待内容

登録番号 5 店名 Patisserie　Uguis-ya（パティスリーウグイスヤ）

住所 交野市藤が尾４－５－２２ 電話番号 072-891-4873

優待内容

ＰＲ

全品１０％割引でサービスさせて頂きます。

お昼１１時から２時までにご来店のお客様に、当店自慢の赤出汁サービス中！

ドリンクご注文のお客様に限り、ハニークッキープレゼント

会員ご自身様のみ、ソフトドリンク１杯無料

昼定食、焼肉、仕出し、会席、各種宴会コース等ご用意しております。

平日ランチをお召し上がりの方にウーロン茶又はオレンジジュースをグラス１
杯サービス

自家採取した天然１００％のはちみつを使ったハニーレモンは お勧めです！

ケーキ（３００円以上）ご注文のお客様、コーヒー１００円引き

地域の素材を生かし、風土に合ったお菓子を真心こめて作り続けています。
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登録番号 6 店名 グリル・喫茶　ケン

住所 交野市私部西２－９－１ 電話番号 072-892-8484

優待内容

登録番号 7 店名 大阪王将　交野駅前店

住所 交野市私部西１－１１－２ 電話番号 072-894-3579

優待内容

登録番号 8 店名 珈琲　蔵

住所 交野市私部西１－１１－５－１０２ 電話番号 072-891-1631

優待内容

ＰＲ

登録番号 9 店名 さつま屋食堂

住所 交野市松塚２６－８ 電話番号 072-893-6748

優待内容

登録番号 10 店名 味楽鮨

住所 交野市私部３－６－８ 電話番号 072-891-0298

優待内容

登録番号 11 店名 すし家の繁

住所 交野市星田３－９－１８　ニッコー横 電話番号 072-893-3481

優待内容

お食事の方に、その日の付け合せをもう一品お付けします

店内にてご飲食の方１０００円毎に１００円引き（お昼のみ）

５００円以上のご利用で、お会計より１００円引き

モーニングセット１００円ＯＦＦ

対象商品（その都度変更）を５％割引

お食事後にコーヒーを提供致します。

１年３６５日　毎朝６時３０分から営業しております。
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登録番号 12 店名 カフェ＆レストラン　ジュリア

住所 交野市私部３－１１－３ 電話番号 072-891-2288

優待内容

登録番号 13 店名 お好み焼き　おたやん

住所 交野市私部３－８－１７ 電話番号 072-892-6138

優待内容

登録番号 14 店名 ハワイアンカフェ　ハレラニ

住所 交野市郡津４－３４－１ 電話番号 072-894-0687

優待内容

登録番号 15 店名 Ｔｒａｔｔｏｒｉａ　Ｆｏｒ　ゆう

住所 交野市私部５－２６－１１ 電話番号 072-396-7220

優待内容

登録番号 16 店名 辰巳寿司

住所 交野市森南１－５１－４ 電話番号 072-892-1619

優待内容

ＰＲ

登録番号 17 店名 焼肉　ＫＵＴＡＲＯ　交野店

住所 交野市私部西２－１４－６ 電話番号 072-810-8110

優待内容

ＰＲ

１０００円以上ご飲食の方、お会計時５％ＯＦＦ

カード提示で５０円ＯＦＦ

ランチ時、ランチメニューから５０円ＯＦＦ

プレミアムハラミ１人前プレゼント！

人気の食べ放題は２２８０円～！

カードご提示で食後のデザートサービス

①店内にておまかせ上にぎりをご注文で赤出汁（￥３００）サービス
②店内にてコース料理お召し上がりでワンドリンクサービス

町の気軽な寿司屋



31 / 50 ページ



32 / 50 ページ

登録番号 1 店名 喫茶　待夢

住所 寝屋川市香里南之町１９－３０ 電話番号 072-834-8557

優待内容

登録番号 2 店名 ちゃんこ部屋　香里本店

住所 寝屋川市香里南之町３０－１８ 電話番号 072-832-3353

優待内容

ＰＲ

登録番号 3 店名 中国料理　大幸

住所 寝屋川市香里北之町１１－５ 電話番号 072-833-6211

優待内容

登録番号 4 店名 魚恒（うおつね）

住所 寝屋川市早子町１９－８ 電話番号 072-821-0986

優待内容

ＰＲ

登録番号 5 店名 レストラン　幸（ゆき）

住所 寝屋川市香里新町２０－１６ 電話番号 072-832-0190

優待内容

ＰＲ

コーヒー又は紅茶を通常４００円の所、３５０円にてご提供致します。
（モーニングは利用不可）

お鍋商品ご注文のお客様に最初にご注文頂くワンドリンクを無料サービスさせて頂きます

客室広々１２０席、個室も有ります。

ご飲食代金より１０％ＯＦＦ！

ランチセット５％引き（ランチタイムのみ割引）

創業４５年の寿司屋です。名物「蒸し寿司」（温かい蒸したお寿司もあります）

会員カードをお持ちの方に限り、１０００円以上の定食から１００円値引きします。

昭和４２年１０月から香里園の地にて頑張っています。
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登録番号 6 店名 喫茶・軽食　モナミ

住所 寝屋川市寿町５７－１３ 電話番号 072-833-6048

優待内容

登録番号 7 店名 ハレルヤ

住所 寝屋川市萱島信和町２５－１０　ﾊｳｽﾎﾙﾄﾞ１０１ 電話番号 072-824-1605

優待内容

登録番号 8 店名 日韓料理　さくら　～裏香里園　大人の隠れ家～

住所 寝屋川市香里北之町１１－１８松本ビル１Ｆ２Ｆ 電話番号 072-834-3567

優待内容

ＰＲ

登録番号 9 店名 グリル　ヤマモト

住所 寝屋川市萱島本町７－１６ 電話番号 072-824-4178

優待内容

ＰＲ

登録番号 10 店名 炭火焼肉店・精肉店　田中流

住所 寝屋川市下神田町２７－１５ 電話番号 072-828-9892

優待内容

ＰＲ

登録番号 11 店名 千力餅食堂

住所 寝屋川市萱島本町４－３ 電話番号 072-823-3028

優待内容

ＰＲ

精肉店と焼肉店が融合したお店です。

おすすめメニューはカツ煮とじ定食です！！

お食事をされた方に、おはぎ１つサービス

１０００円以上ご飲食の方、３０円引き

お食事代金の３％割引、ビール券も併用できます。

玉子トースト・コーヒーor紅茶セット通常５００円を４５０円の５０円引き
（ＰＭ１５時～１７時）

ご飲食代金から１０％ＯＦＦ

まっこり（お米のお酒）１杯プレゼント！ソフトドリンクでもＯＫです！

創業２２年　心に残るお料理を大切な人と…。「大阪府知事賞受賞店」

昭和レトロをコンセプトとし、様々な年代の方に上質な味を楽しんで頂けるお店です。
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登録番号 12 店名 焼肉　まるまん

住所 寝屋川市萱島桜園町１５－１７ 電話番号 072-822-2037

優待内容

ＰＲ

登録番号 13 店名 喜ノ家（きのや）

住所 寝屋川市香里南之町９－７田村ビル１０１ 電話番号 072-835-2080

優待内容

ＰＲ お好み焼き・焼きそばの他にも、もんじゃ焼きやお酒に合う鉄板焼等メニュー豊富

お食事されたお客様全員、１ドリンク半額（２９日のサービスデーは除く）

お肉がお安いのは肉屋直営だから！

お好み焼き全品５０円引き
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登録番号 1 店名 お好み焼き・ねぎ焼き　拓

住所 門真市元町２７－５　エル西三荘 電話番号 06-6909-8930

優待内容

登録番号 2 店名 戦国屋（ＴＡＫＯＹＡＫＩ　ＩＫＡＹＡＫＩ）

住所 門真市千石東町２－４１－２９ 電話番号 072-396-8485

優待内容

登録番号 3 店名 ねぼけ寿し

住所 門真市千石東町３８－６ 電話番号 072-882-3508

優待内容

ＰＲ

登録番号 4 店名 喫茶　サン

住所 門真市大池町２２－２５ 電話番号 072-882-1628

優待内容

登録番号 5 店名 鮨千寿（スシセンジュ）

住所 門真市野里町９－１８ 電話番号 072-881-0181

優待内容

ＰＲ

ご飲食頂いた方にワンドリンクサービス！

店内でお召し上がりの方、ホット又はアイスコーヒー半額

店内でお食事の方にワンドリンクサービス

夏場の鱧料理、冬のかに料理及び会席料理などお楽しみ頂けます。

全品５０円引き

１名様あたりのご飲食代金が３０００円以上の場合は、５％値引きさせて頂きます。

本格的な江戸前寿しをご提供致します。



36 / 50 ページ

登録番号 6 店名 一政

住所 門真市末広町７－１２ 電話番号 06-6902-2377

優待内容

登録番号 7 店名 ふぐ専門店　鉄砲

住所 門真市御堂町１０－１ 電話番号 06-6901-3090

優待内容

登録番号 8 店名 本手打ちうどん・そば　釜信

住所 門真市末広町１６－１５プレアール古川橋１Ｆ 電話番号 06-6909-7255

優待内容

登録番号 9 店名 喫茶　ファーム

住所 門真市寿町１８－１４ 電話番号 06-6909-3084

優待内容

登録番号 10 店名 平松

住所 門真市幸福町１６－５ 電話番号 06-6902-3619

優待内容

登録番号 11 店名 喫茶　れんか

住所 門真市末広町２９－１８マツヤ製菓ビル２階 電話番号 06-6906-1225

優待内容

ＰＲ

ラーメン５０円引き（他のクーポン併用不可）

予約されたグループにひれ酒のひれ１袋サービス

ご来店のお客様全員に　ちくわの天ぷらorサラダor温泉タマゴのいずれかを進呈

飲み物をご注文のお客様に昆布茶サービス
（お食事には昆布茶が元々ついています！）

お会計から５０円引き

１０００円以上のご飲食につき５０円引き

お一人様でもグループでも、ゆっくりくつろげるお店
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登録番号 12 店名 手打ちうどん　いろは

住所 門真市堂山町１－１３ 電話番号 06-6906-8677

優待内容

ＰＲ

登録番号 13 店名 大阪王将　門真団地店

住所 門真市千石東町２－４１－１ 電話番号 072-885-3700

優待内容

登録番号 14 店名 飲食店　きょんきょん

住所 門真市北岸和田２－１３－１５ 電話番号 072-884-4360

優待内容

登録番号 15 店名 大阪丼丸　門真店

住所 門真市野里町１５－１１ 電話番号 072-800-3210

優待内容

登録番号 16 店名 旬菜酒房　ｓｈｉｎ

住所 門真市常称寺町１１－１８ 電話番号 072-888-0913

優待内容

ＰＲ

登録番号 17 店名 Patisserie　AileBlanche　パティスリーエルブランシュ

住所 門真市石原町１－１ 電話番号 06-6902-2244

優待内容

住友通商店街　堂山交番所より５０m手前！！

うどん・どんぶり・セット類１００円引き！！（ご同伴２名様まで計３名様まで可）

ご飲食代金より１０％ＯＦＦ（宴会コースは除く）

和食からパスタ、本格フレンチまで幅広く、旬の食材を日替わりでお楽しみ下さい。

ケーキセットご注文で１００円ＯＦＦ（フリードリンクケーキセットは除く）

カードご提示頂いた方、１０００円毎に１００円サービス券をプレゼントします。

コーヒーサービス

消費税分割引させて頂きます。
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登録番号 18 店名 喫茶・レストラン　ヘスティア

住所 門真市末広町７－８ 電話番号 06-6905-3333

優待内容

ＰＲ

登録番号 19 店名 インド創作料理　ラージガネーシャ

住所 門真市末広町２７－３ 電話番号 06-7181-6299

優待内容

登録番号 20 店名 居酒屋　いけ蔵

住所 門真市垣内町７－３ 電話番号 090-3039-9225

優待内容

ＰＲ

コーヒー（７００円）、紅茶（７００円）、ジュース（７００円）をカード提
示で３５０円に割引致します。

カードご提示でランチお召し上がりの方１ドリンクサービス、ディナーは１０％ＯＦＦ

ファーストドリンク半額

お一人様でも入りやすいアットホームなお店です。

日本庭園を眺めながら、ソファー席で時間を気にせず、ゆっくりできます。
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登録番号 1 店名 寿し忠

住所 守口市金田町４－１－１ 電話番号 06-6901-2444

優待内容

登録番号 2 店名 中本酒店

住所 守口市藤田町３ー４３－１２ 電話番号 06-6901-3658

優待内容

登録番号 3 店名 サムスン

住所 守口市藤田町３ー４５－５ 電話番号 06-6902-0609

優待内容

登録番号 4 店名 喫茶・定食　ロイヤル

住所 守口市大久保町３－１６－９ 電話番号 06-6902-5463

優待内容

登録番号 5 店名 セラヴィ

住所 守口市金田町３－４７－９ 電話番号 06-7897-7677

優待内容

ＰＲ

ご利用代金の消費税をサービス！

立ち飲みに新規ご来店のお客様にワンドリンクサービス！

お食事されたお客様にコーヒー又は紅茶をサービス

定食お召し上がりの方、食後のコーヒー１００円引き

喫茶スペースでコーヒーを半額にて提供させて頂きます。

手作りパン・ケーキ、自家焙煎コーヒーをお楽しみ下さい。
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登録番号 6 店名 味市

住所 守口市大日町３－２５－１ 電話番号 06-6902-2900

優待内容

登録番号 7 店名 産地直送・海鮮酒場　うお心

住所 守口市大日町４－８－２３ 電話番号 06-7502-9746

優待内容

登録番号 8 店名 鳥家　三吉

住所 守口市大日町３－４－２３ 電話番号 06-6904-6023

優待内容

ＰＲ

登録番号 9 店名 久鶴

住所 守口市寺内町２－７－１０ 電話番号 06-6992-3741

優待内容

ＰＲ

登録番号 10 店名 喫茶　レディース

住所 守口市大枝南町１－１ 電話番号 06-4250-1708

優待内容

ＰＲ

登録番号 11 店名 鳥料理専門店　萬領

住所 守口市豊秀町１－４－５ 電話番号 06-6997-3116

優待内容

ＰＲ

１０００円以上ご飲食の方、５％割引きます。

おでん中心に心をこめた手作り料理をお出ししています。

お食事でのワンドリンク５０円引き

食材に少しこだわった家庭的な雰囲気のお店です。

１０％割引　or　おまかせ焼鳥５本

守口で愛され続けて３５年、鳥料理に自信あります。

グランドメニューよりファーストドリンク１００円
又はトロ箱盛り４種から６種盛りに！

カードご提示で生ビール・チューハイ・焼酎・ソフトドリンクを１杯サービス

朝びき地鶏をご提供！

ご飲食代金１０％引き



41 / 50 ページ

登録番号 1 店名 ダンスサークル　コスモス

住所 守口市藤田町３－４５－６ 電話番号 090-5963-5616

優待内容

ＰＲ

登録番号 2 店名 ＮＰＯ法人　着付け教室

住所 枚方市交北１－２２（西田口自治会館） 電話番号 072-848-9128

優待内容

ＰＲ

登録番号 3 店名 阪本池

住所 枚方市山之上４－６－１８ 電話番号 072-841-2400

優待内容

登録番号 4 店名 王仁新池釣センター

住所 枚方市藤阪南町３－６３－１ 電話番号 072-859-0019

優待内容

登録番号 5 店名 カラオケ喫茶　夢見草

住所 枚方市村野本町１－３５ 電話番号 072-898-7535

優待内容

ご利用代金１０％ＯＦＦ、コーヒーサービス

カラオケ３曲無料（当日のみ）

入会金を無料にさせて頂きます！

グループレッスンやプライベートレッスンも実施中！

出張着付け３８００円よりハンカチプレゼント

丁寧に学べ、楽しく過ごせます。

当池はうどん池です。ご同伴でお子様（小学生以下）がご来池されました場
合、お子様お一人に限り釣代金を無料とさせて頂きます。尚、お子様お二人目
以降は半額とさせて頂きます。
但し貸竿の場合、貸出し料は正規の代金を申し受けます。一日2300円、半日
2000円、一時間600円、餌うどん100円、まぶし粉250円、貸し竿500円
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登録番号 6 店名 キルト　モナミ

住所 枚方市宮之阪３－６－１ 電話番号 072-849-2221

優待内容

ＰＲ

登録番号 7 店名 有限会社　ニューふじ

住所 枚方市宮之阪３－６－３４ 電話番号 072-847-2537

優待内容

ＰＲ

登録番号 8 店名 ひとみ

住所 寝屋川市萱島東２－１５－１０ 電話番号 072-820-4777

優待内容

パッチワーク教室の入会金を半額

パッチワーク教室、可愛い雑貨、手作り小物のお店です。

①「空き家」の問題　対策と解決
②商店街で商売を始めませんか　相談・提案は無料

枚方で４０年、不動産のパートナー

昼のカラオケ１０回来てもらえたら１回サービス（スタンプカード作成）
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登録番号 1 店名 エンゼル

住所 枚方市楠葉丘１－５３－３ 電話番号 072-857-2716

優待内容

ＰＲ

登録番号 2 店名 山野愛子どろんこ美容　クレスティサロン　オオミネ

住所 枚方市大峰元町１ー７－８－１５ 電話番号 072-858-3344

優待内容

登録番号 3 店名 ベスト美容室

住所 枚方市長尾元町１ー２８－３ 電話番号 072-855-0208

優待内容

登録番号 4 店名 Ｋ美容室

住所 交野市藤が尾４－１－１０ 電話番号 072-892-2653

優待内容

ＰＲ

登録番号 5 店名 ナナ美容室

住所 交野市星田６－２９－２０ 電話番号 072-892-1061

優待内容

ＰＲ シャンプー・カット　3500円、パーマ　7000円、カット　2900円！

お電話頂ければ交野市内、送迎サービス致します！

暑い日、寒い日、雨の日、お出かけ前などに便利！

シャンプー・カット代金より２００円割引！

男性・女性共にカットのみ３００円割引させて頂きます。

予約制のヘアサロンです。

初回お試し１，５００円！エステ（美顔）全コースを３割引きにさせて頂きます。

全メニュー５％割引！



44 / 50 ページ

登録番号 6 店名 アトリエ　ピンク

住所 交野市星田北３－３７－２ 電話番号 072-893-5671

優待内容

ＰＲ

登録番号 7 店名 エステサロン　ラ・セゾン

住所 寝屋川市堀溝２－４－３－６０５ 電話番号 080-5714-9279

優待内容

ＰＲ

登録番号 8 店名 ちよ美容室

住所 寝屋川市香里南之町１９－３１田村ビル１階 電話番号 072-833-6348

優待内容

ＰＲ

登録番号 9 店名 ＫＵＬＡ

住所 枚方市出口５－５－８ 電話番号 072-396-7310

優待内容

登録番号 10 店名 カットハウス　ウイングス

住所 枚方市中宮本町９－２６ 電話番号 072-840-7434

優待内容

ＰＲ

登録番号 11 店名 ＨＡＩＲ　ＭＡＫＥ　ＰＲＩＥＬ（ヘアメイク　プリエ）

住所 枚方市御殿山町１－１０－１０２ 電話番号 072-898-4858

優待内容

ＰＲ

カット代金より５％割引！

毎週木曜日のみ１０％割引

カット　2000円、パーマ　6500円、カラー・カット　6500円！

ＨＰ上で待ち人数がわかります。

・カット料金５％割引
・店頭商品５％割引（他の割引と併用は出来ません）

女性店員１人で営業しております。予約優先制。

エステ１回（９０分　老化角質除去＋オイルとスチーマーでマッサージ）
通常１０，０００円の所を４，０００円でお試し頂けます。

あなたのお肌を必ず若返りさせます！

パーマ代金より８００円割引！

お手入れしやすい仕上がりが自慢です！
「いつまでもキレイでいたい」気持ちを応援します！

技術料金２０％ＯＦＦ
（前髪カットなど￥1,000以下のメニューは対象外になります）
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登録番号 12 店名 Ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　Ａｒｍ

住所 寝屋川市早子町１０－１４ 電話番号 072-823-0007

優待内容

登録番号 13 店名 アルマ　ヘアストーリー

住所 門真市速見町８－２４ 電話番号 06-6904-0381

優待内容

ＰＲ

登録番号 14 店名 理容　ＡＭＰ

住所 門真市新橋町８－９ 電話番号 06-6904-2083

優待内容

登録番号 15 店名 メナード化粧品　門真代行店

住所 門真市小路町１９－６ 電話番号 06-6908-1836

優待内容

ＰＲ

登録番号 16 店名 グリーン美容室

住所 門真市千石東町１３－２６ 電話番号 072-882-4054

優待内容

登録番号 17 店名 アン美容室

住所 寝屋川市黒原旭町２６－３ 電話番号 072-839-3517

優待内容

ＰＲ

毎月先着３名の方にサンプルを差し上げ、毎日のお手入れ方法をお知らせしま
す「美しさに真心こめて」

お肌のお悩みアイテムに応じてエステハンディライトでお店と出張あり

エステ（２５００円）施術の方に眉毛カットサービス。
カードご提示で施術３０００円以上の方、毎月１回ヘアートリートメント
（１５００円）サービス

全メニュー５００円ＯＦＦ！！

カット＋オーガニックカラー＝８４００円を７９００円（初めての女性のお客様限定）

古川橋駅から南へ徒歩約８分です。

カットにご来店の方に缶コーヒープレゼント

技術料金（税抜）から１０％ＯＦＦ（他の割引との併用不可）

髪や頭皮に負担・刺激の少ない技術を提供、お手入れ要らずのカットが人気です。
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登録番号 18 店名 ＰＯＬＡ化粧品　Ｐｅａｒｌ　Ｓｉｎ

住所 守口市浜町１－６－２　カナビル１階 電話番号 06-6993-5522

優待内容

ＰＲ

登録番号 19 店名 ビューティーサロン　イケダ

住所 枚方市渚栄町２０－４ 電話番号 072-849-5275

優待内容

登録番号 20 店名 ヨシダ理容所

住所 枚方市渚元町１５－８ 電話番号 072-847-4619

優待内容

ＰＲ

登録番号 21 店名 ビューティーサロン　モリワキ　宮之阪店

住所 枚方市宮之阪１－９－３８ 電話番号 072-849-1238

優待内容

ＰＲ

登録番号 22 店名 美容室　Ｅ・ＣＯＯ

住所 交野市私市１－２－７ 電話番号 072-891-0362

優待内容

ＰＲ

登録番号 23 店名 渚美容室

住所 枚方市御殿山町６－６ 電話番号 072-849-1182

優待内容

ＰＲ

若返りコース（５０分）通常８６４０円を３７８０円（税込）
今なら頭皮マッサージ付！（お顔を中心とした若返りエステ）

明るく清潔感のあるお店です。女性専用なので安心です。

パーマ・カット、１００円引き

シャンプー　通常６００円を４００円に２００円引き

ヘナ（インドの草の白髪染め）のお試し価格
３０００円を１００円引き、４０００円（天然１００％）を２００円引きにそ
れぞれ割引させて頂きます。

御殿山駅から徒歩２分です。

１５坪のゆったりとした店です。

カットorパーマで　頭皮のクレンジングマッサージ又はお顔のマッサージ
又は腕のオイルマッサージ　いずれかサービス

アットホームな雰囲気で髪と頭皮にやさしいメニューが充実しています。

パーマ・カラーをご希望の方、通常１０００円ＵＰのコースをレギュラー価格
でご提供致します。（初回の１回限り、Ｈ２９年１１月末まで）

京阪河内森駅から徒歩１分、ＪＲ河内磐船駅から徒歩３分
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登録番号 24 店名 いこい美容室

住所 枚方市御殿山町５－５ 電話番号 072-847-2380

優待内容 美容室ご利用の方、眉カット無料



48 / 50 ページ

登録番号 1 店名 乾整骨院　北大阪バランス研究所

住所 門真市元町２６－３４ 電話番号 06-6900-3338

優待内容

ＰＲ

登録番号 2 店名 にしお歯科クリニック

住所 守口市大日町２－１－２７ 電話番号 06-6907-0222

優待内容

登録番号 3 店名 光善寺　三和薬局

住所 枚方市北中振３－２３－２ 電話番号 072-831-7219

優待内容

登録番号 4 店名 洋服の寸法直しの店　雲川

住所 枚方市田口１－４６－１３ 電話番号 072-840-0259

優待内容

登録番号 5 店名 株式会社　久木田工務店

住所 寝屋川市楠根南町２３－１８ 電話番号 072-821-2338

優待内容

ＰＲ

１点につき１００円引き

見積無料、現地調査無料（地盤・構造・ホルムアルデヒド石綿調査は別途有償となります）

在宅介護リフォームから新築、増改築、ﾃﾞｻﾞｲﾅｰﾊｳｽまで住宅の事ならお任せください。

①外反母趾治療　初診６千円を３千円②膝・痔治療　５本指靴下をプレゼント
③その他治療　指間パットをプレゼント

外反母趾、膝痛、巻き爪など足の事なら何でもお任せ下さい。要予約

ネオステリングリーン（洗口液40ML）１本＆歯ブラシ１本プレゼント！（初回限定）

薬局：血流測定１回（約15分）500円を250円で（血管年齢が分かります）
化粧品：初回お手入れ（約1時間）3000円を2500円で。
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登録番号 6 店名 門真スタジオ

住所 門真市元町６－１４ 電話番号 06-6909-0780

優待内容

登録番号 7 店名 藤本瓦店

住所 守口市金田町２－３８－９ 電話番号 06-6901-4983

優待内容

登録番号 8 店名 クリーニング　泉光舎　八坂営業所

住所 寝屋川市八坂町２３－２ 電話番号 072-828-4700

優待内容

登録番号 9 店名 トラスト

住所 寝屋川市堀溝２－４－３－６０５ 電話番号 0800-777-4040

優待内容

ＰＲ

登録番号 10 店名 リラクゼーション「もみさん」

住所 寝屋川市萱島本町１０－１１ 電話番号 072-820-0200

優待内容

ＰＲ

登録番号 11 店名 新町温泉

住所 寝屋川市萱島東２－２－１０ 電話番号 072-821-6976

優待内容

マイナンバー用の写真撮影１００円割引

工事代金総額から５％ＯＦＦ

利用代金の１０％ＯＦＦ（外注品は除く）

基本料金から２０％ＯＦＦ（更に特別特典あり）

引越し、お荷物のことなら何でも相談してください。

半年間　何回でも初回料金パスポートプレゼント
（初回６０分女性１６００円、男性１８００円）

低料金、高技術。さあみんなで　もみさんもみさん！

入浴料金　大人４４０円を４２０円に。御同伴の方は大人４２０円、
中学生２００円、小学生・幼児無料。
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登録番号 12 店名 天然温泉　ゆの蔵

住所 門真市新橋町３３－１１ 電話番号 06-6907-4126

優待内容

ＰＲ

登録番号 13 店名 松本安全硝子

住所 門真市舟田町１４－１２ 電話番号 072-882-5838

優待内容

登録番号 14 店名 小嶋獣医科

住所 枚方市津田西町３－１６－１０ 電話番号 072-808-0013

優待内容

ＰＲ

登録番号 15 店名 なぎさや

住所 枚方市御殿山町５－７ 電話番号 072-847-3101

優待内容

ＰＲ

大人入館料　１２００円を１１００円に！

大衆演劇が楽しめるスーパー銭湯

ガラス代・施工費の合計から５％割引

イヌ・ネコの爪きり、肛門しぼりサービス（初診・再診問わず）

難しい言葉や専門用語を使わず、わかりやすく、やさしく、ていねいを心がけて
診察しています。

礼服一式のクリーニングを１００円引きに致します。

折目加工もスピードクリーニングも承ります。
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