高槻市
住所

店名
マルヤス宮田店

大阪府高槻市宮田町1-26-3

auショップ 摂津富田

大阪府高槻市大畑町26-8

ウィル薬局

大阪府高槻市富田丘町3-12-108

JOYFIT摂津富田

大阪府高槻市富田丘町2-2

ほっかほっか亭 JR摂津富田駅前店

大阪府高槻市大畑町1-2

ABC薬局 冨田店

大阪府高槻市大畑町3-2

ザバススポーツクラブ デルタ

大阪府高槻市朝日町1-5

スーパーフレスコ今城店

大阪府高槻市今城町17-1

餃子の王将 国道高槻店
かえる薬局

大阪府高槻市川西町1-21-4
大阪府高槻市川西町1-31-12

プランテリア ランド

大阪府高槻市清福寺890

コープミニ氷室

大阪府高槻市氷室町4-2-5

本家かまどや塚原店

大阪府高槻市塚原1-1-1

さかい珈琲高槻店

大阪府高槻市奈佐原2-11-23

ミートモリタ屋 南平台店

大阪府高槻市南平台3-27-10

フードネットマート高槻店

大阪府高槻市大蔵司3-14-4

清水屋酒店

大阪府高槻市宮之川原元町12-15

ほっかほか弁当 緑ヶ丘店

大阪府高槻市緑ヶ丘3-10-2

ミートモリタ屋 聖ヶ丘店

大阪府高槻市寺谷町29-11

ハート薬局

大阪府高槻市寺谷町37-7

青山薬局 日吉台店

大阪府高槻市日吉台5-11-1

青山薬局 一番町店

大阪府高槻市日吉台一番町17-1

こだま耳鼻咽喉科

大阪府高槻市西真上1-32-12

アイランド高槻スポーツクラブ

大阪府高槻市天神町2-1-9

花の会・こすもす

大阪府高槻市芥川町2-8-22

長谷川書店本店

大阪府高槻市芥川町1-7-27

大垣書店 高槻店

大阪府高槻市芥川町1-2

Coffee&Teaマウンテン高槻

大阪府高槻市芥川町2-8-21

プカプカ

大阪府高槻市芥川町2-10-11

チューリップ（第4共働舎 花の会）

大阪府高槻市芥川町2-12-23

高槻阪急

大阪府高槻市白梅町4-1

coo’s conservo高槻（クーズコンセルボ）

大阪府高槻市白梅町4-8

青山薬局 古曽部店

大阪府高槻市古曽部町2-13-4

クローバー薬局

大阪府高槻市別所新町2-14 102号

川居精米所

大阪府高槻市明田町5-6

木の実薬局

大阪府高槻市上田辺町3-12 光栄ハイツ高槻1Ｆ

お菓子のアトリエ 遊心本店

大阪府高槻市上田辺町3-9

コーナン薬局 ときわ町店

大阪府高槻市高槻町5-25 北本ビル1Ｆ

自然館グリーンプラザ店

大阪府高槻市紺屋町1-1 B1

ジュンク堂書店 高槻店

大阪府高槻市紺屋町1-1 グリーンプラザたかつき1号館3F

松坂屋 高槻店

大阪府高槻市紺屋町2-1 松坂屋高槻店2F

よみうり高槻文化センター

大阪府高槻市紺屋町2-1 松坂屋高槻店6F

高槻市立生涯学習センター

大阪府高槻市桃園町2-1

イルカ薬局

大阪府高槻市出丸町6-39

ICHIBA

大阪府高槻市高槻町18-1

ハローダイキョウ

大阪府高槻市高槻町17-4

ソフトバンク 阪急高槻

大阪府高槻市高槻町16-5 高槻天神温泉ビル1F

天然温泉 天神の湯

大阪府高槻市高槻町16-5 高槻天神温泉ビル

コーナン薬局 阪急高槻駅前店

大阪府高槻市紺屋町9-18 さつきビル1Ｆ

みずき通りコーナン薬局

大阪府高槻市紺屋町12-10 高槻ヨシダビル1F

コーナン薬局 高槻店

大阪府高槻市高槻町10-1

井上質店 高槻店

大阪府高槻市高槻町6-12

スマイルプラン さくら歯科クリニック

大阪府高槻市北園町13-28 北園町SAKURA BLD

ミートモリタ屋 北園本店

大阪府高槻市北園町14-7

KOHYO阪急高槻店

大阪府高槻市城北町2-1-18 ミング阪急高槻1F

笹川薬局 高槻店

大阪府高槻市城北町2-1-18 ミング阪急高槻1F

ミング（ハミング広場）

大阪府高槻市城北町2-1-18 ミング阪急高槻1F

BGCペルフレスコ

大阪府高槻市城北町2-1-18 ミング阪急高槻2F

コナミスポーツクラブ 高槻

大阪府高槻市城北町2-1-18 阪急高槻市駅構内

セントラル薬局

大阪府高槻市野見町2-57

Foods Market satake 高槻城西店

大阪府高槻市城西町2-5

ジュエ ボワット

大阪府高槻市大手町3-6

ハーブ薬局

大阪府高槻市春日町1-26

パティスリーカントナ

大阪府高槻市松原町6-5

セカンドストリート高槻店

大阪府高槻市緑町19-1 2F

第一東和会病院

大阪府高槻市宮野町2-17

キリン堂 高槻野田店

大阪府高槻市野田1-24-10

レジデンス西真上1Ｆ

アクトアモーレ1F
2F

ジオタワー高槻 ミューズフロント3Ｆ

サイゼリヤ イオン高槻店

大阪府高槻市萩之庄3-47-2 イオン高槻1F

Eyelush salon Blanc.Paris de skin高槻店

大阪府高槻市萩之庄3-47-2 イオン高槻1F

イオン高槻店

大阪府高槻市萩之庄3-47-2 イオン高槻1・2・3F

FRESCO 上牧店

大阪府高槻市神内2-13-40

マルヤス上牧店

大阪府高槻市淀の原町47-16

クリンピア前島

大阪府高槻市前島4-18-1

ミートモリタ屋 大塚店

大阪府高槻市大塚町2-1-28

アミーゴ高槻店

大阪府高槻市大塚町3-23-2

第二東和会病院

大阪府高槻市大塚町5-20-3

hair&nail salon ジラソーレ

大阪府高槻市南大樋町1-1 マイシティ高槻142

コインランドリー キレイにするえもん。北大樋店

大阪府高槻市北大樋町26-11

ボン シャルドン 下田部店

大阪府高槻市登町15-23

JSS高槻中央スイミングスクール

大阪府高槻市西冠3-34-7

西冠トモエ薬局

大阪府高槻市西冠3-30-1

ミートモリタ屋 栄店

大阪府高槻市栄町4-15-8

ほっかほっか亭 高槻川添店

大阪府高槻市川添2-4-1

大阪王将 富田団地店

大阪府高槻市川添2-3-3

ABC薬局 川添店

大阪府高槻市川添2-24-17

手作りパンの店 maru（マル）

大阪府高槻市牧田町7-55-102

本田薬局

大阪府高槻市牧田町10-1

大阪医科大学三島南病院

大阪府高槻市玉川新町8-1

宮本商店

大阪府高槻市唐崎中4-11-6

プレンティ柱本

大阪府高槻市柱本新町7-10

マルヤス玉川店

大阪府高槻市玉川2-1-1

PAPPY&MAMMY

大阪府高槻市栄町1-12-3

アピス薬局高槻寿店

大阪府高槻市寿町3-9-2

マルヤス登美の里店

大阪府高槻市登美の里町22-2

サボイ 津之江店

大阪府高槻市津之江町1-56-20

すろーらいふ BWA（びわ）

大阪府高槻市桜ヶ丘南町1-3

高槻市立小寺池図書館

大阪府高槻市西五百住町1-1

フローリスト佐竹

大阪府高槻市富田町1-6-8

ミートモリタ屋 富田店

大阪府高槻市富田町1-6-17

たんぽぽ富田薬局

大阪府高槻市富田町6-6-1 コーポペルソナ1Ｆ

高槻市立 ひかり湯

大阪府高槻市富田町2-9-12

エムケー薬局 高槻店

大阪府高槻市北柳川町6-26

北おおさか信用金庫 川添支店

大阪府高槻市川添2-20-9

北おおさか信用金庫 深沢支店

大阪府高槻市深沢町1-27-16

北おおさか信用金庫 城南支店

大阪府高槻市城南町2-4-6

北おおさか信用金庫 津之江支店

大阪府高槻市津之江町1-10-16

北おおさか信用金庫 十三高槻支店

大阪府高槻市永楽町1-13

北おおさか信用金庫 高槻支店

大阪府高槻市北園町19-20

北おおさか信用金庫 芥川支店

大阪府高槻市芥川町2-7-1

北おおさか信用金庫 阿武山支店

大阪府高槻市上土室5-21-29

北おおさか信用金庫 清水支店

大阪府高槻市浦堂2-34-12

北おおさか信用金庫 上牧支店

大阪府高槻市神内2-28-13

北おおさか信用金庫 富田支店

大阪府高槻市富田町3-2-30

カラオケ館 茨木西豊川店

大阪府茨木市西豊川町4-13

ブーランジェリー シャンボール

大阪府茨木市彩都あさぎ3-2-29

彩都敬愛幼稚園

大阪府茨木市彩都あさぎ5-7-4

Franc franc LE GARAGE 彩都店

大阪府茨木市彩都やまぶき1-1-5

類農園直売所

大阪府茨木市彩都やまぶき2-1-10

不二家レストラン 茨木清水店

大阪府茨木市南清水町1-8

コープ茨木藤の里

大阪府茨木市藤の里1-10-2

北大阪ほうせんか病院

大阪府茨木市室山1-2-2

つるまる薬局

大阪府茨木市西福井3-10-11

珈琲館 アルプラザ茨木店

大阪府茨木市上郡2-12-8

レインボーハウス内

マネージュ茨木店

大阪府茨木市上郡2-12-8

アルプラザ茨木1F

ゴウダC&E

大阪府茨木市上郡2-13-14

カメイ調剤薬局 茨木中河原店

大阪府茨木市中河原町11-39

餃子の王将 茨木店

大阪府茨木市郡4-16-38

Cafe なかちよ

大阪府茨木市松ヶ本町3-16 バーデンズクラブビル1Ｆ

大石歯科クリニック

大阪府茨木市松ケ本町3-11 エクセレンスKU1F

餃子の王将 茨木松ヶ本店

大阪府茨木市松ヶ本町7-31

イオン茨木ショッピングセンター

大阪府茨木市松ヶ本町8-30

コナミスポーツクラブ茨木

大阪府茨木市下穂積1-7-5 マイカル茨木別棟

プティラプティ JR茨木店

大阪府茨木市中穂積1-2-45

スマイルプラン やまもと歯科クリニック

大阪府茨木市西駅前町5-21 津田ビル1F

Soie

大阪府茨木市春日2-2-3 シャトー春日第一ビル

茨木市

茨木中央スイミングスクール

大阪府茨木市西駅前町6-100

茨木中央ファミリースクール

大阪府茨木市中穂積1-3-19

原田歯科医院

大阪府茨木市中穂積1-7-47

大阪茨木さくら薬局

大阪府茨木市見付山2-1-5

済生会茨木病院

大阪府茨木市見付山2-1-45

JA茨木 茨木市農業共同組合

大阪府茨木市上穂積2-1-50

シャルドン

大阪府茨木市太田2-13-15

アピス薬局花園店

大阪府茨木市花園2-2-22

ソフトバンク 摂津富田店

大阪府茨木市東太田1-6-64 サクセス東太田

ブックマート茨木店

大阪府茨木市東太田1-5-40

テニススクールノア大阪茨木校

大阪府茨木市三島丘1-6-1

ノア・フットサルステージ茨木

大阪府茨木市三島丘1-6-1

FucoBona（フーコバーナ）

大阪府茨木市高田町1-22 AINOPIA 1F

コープ茨木白川

大阪府茨木市白川2-2-10

サエラ薬局 茨木白川店

大阪府茨木市白川1-3-18

セルフショップ希楽パン工房「ぐらしあす」

大阪府茨木市鮎川4-19-14 メゾーネ茨木１F

フレスコ鮎川店

大阪府茨木市鮎川1-7-19

オレンジ薬局 茨木店

大阪府茨木市鮎川3-9-30

株式会社ヴィレッジ 茨木高槻ショールーム

大阪府茨木市鮎川2-32-25 アライブ21

食品館 アプロ総持寺店

大阪府茨木市総持寺台1-26

Hauler's bakery（ホーラーズベーカリー）

大阪府茨木市総持寺駅前町5 日興総持寺スカイマンション107

長谷川広文館

大阪府茨木市中総持寺町4-9

パンカフェムギムギ

大阪府茨木市庄2-25-23

JA茨木みしま館

大阪府茨木市庄2-26-22

極楽湯

大阪府茨木市田中町18-18

伏見屋 茨木店

大阪府茨木市田中町2-21

山水温泉

大阪府茨木市大住町2-3

阪急ロサヴィア

大阪府茨木市永代町1-5 ロザヴィアいばらき１Ｆ

トラットリア ルナピエナ

大阪府茨木市双葉町9-13 フタバアレイＢ1Ｆ

ジェイコムショップ 阪急茨木店

大阪府茨木市双葉町3-18

ドコモショップ茨木新庄店

大阪府茨木市新庄町1-15 リヨン茨木1Ｆ

CO*machi

大阪府茨木市舟木町1-10

なの花薬局

大阪府茨木市舟木町2-7 1B

東急スポーツオアシス茨木

大阪府茨木市舟木町2-25

Luxia Lala gratia（ラクシア ララ グラーティア）

大阪府茨木市舟木町2-25 東急スポーツビル1Ｆ

はるき鍼灸整骨院

大阪府茨木市舟木町15-15 メゾンダイコー舟木

Foods Market satake 大池店

大阪府茨木市大池1-1-35

スマイルプラン オーク歯科クリニック

大阪府茨木市舟木町5-12 ホワイトビル1F

美味肉家 能勢（みーとはうす）

大阪府茨木市稲葉町4-5

FLET’S 茨木店

大阪府茨木市園田町2-4

イオン 新茨木店

大阪府茨木市中津町18-1

自立生活センターほくせつ24

大阪府茨木市中津町3-26

茨木市立 五十鈴市民プール

大阪府茨木市五十鈴町11-13

メサベルテ 茨木店

大阪府茨木市元町1-23 松村ビル1Ｆ（阪急本通商店街内）

かくれがカフェ 遊夢

大阪府茨木市元町6-37

ＮＯ壱番スーパー

大阪府茨木市元町8-17

フードネットマート茨木店

大阪府茨木市元町8-1

Paphio（パフィオ）

大阪府茨木市本町6-13 マブログレイスⅡ-1F

トレジャーキッズクラブ

大阪府茨木市別院町3-30 掛谷第4ビル2F

プチプラネット
Point Break（ポイントブレイク）

大阪府茨木市別院町4-19 赤田ビル3F
大阪府茨木市別院町6-44

イズミヤ 茨木店

大阪府茨木市西駅前町4-104

スター薬局 茨木本店

大阪府茨木市西駅前町4-204 茨木ショップタウン2F

マルヤス茨木駅前店

大阪府茨木市春日1-4-11

CASICO CLASSE（カシコクラッセ）

大阪府茨木市春日1-4-12 長沢ショッパーズビル

ESPANA BAR JAPOLOCO（ハポロコ）

大阪府茨木市春日1-8-28

谷川記念病院

大阪府茨木市春日1-16-59

パティスリー シャン

大阪府茨木市春日1-13-29 春日商店街内

料理屋 はなせ

大阪府茨木市上中条1-3-18

優整骨院

大阪府茨木市上中条1-1-23

茨木市市民活動センター（アクティブプラザきずな）

大阪府茨木市駅前4-6-16 クリエイトセンター1F・2F

珈琲工房ビーンズ

大阪府茨木市駅前3-5-26

Camping Kitchen（キャンピング キッチン ）

大阪府茨木市岩倉町2-150 立命館大学OIC内A棟1F

まるとく市場 平田店

大阪府茨木市平田2-19-30

MEDMIX茨木水尾

大阪府茨木市水尾3-16-28

カシコ・クラッセ 阪急南茨木店

大阪府茨木市玉櫛2-1-20 クラッセ南茨木1F

LAUNDRY TODAY 小柳町店

大阪府茨木市小柳町10-17

ティコラッテパティスリー茨木店

大阪府茨木市野々宮1-9-16

めしや食堂茨木店

大阪府茨木市島1-19-18

ホワイトハウス春日105号

北山石油（ENEOS)

大阪府茨木市島4-23-22

食品館 アプロ沢良宜店

大阪府茨木市沢良宜浜2-2-2

トタリテ

大阪府茨木市沢良宜西町1-4-1 エミネンス南茨木1F

ドレミ薬局

大阪府茨木市沢良宜西1-4-12

ビッグエス南茨木

大阪府茨木市天王2-8-21 天王ビル2F

さつき薬局

大阪府茨木市東奈良3-16-35

北おおさか信用金庫 本店営業部 ２Ｆ

大阪府茨木市西駅前町9-32

北おおさか信用金庫 茨木支店

大阪府茨木市元町7-2

北おおさか信用金庫 福井支店

大阪府茨木市中河原92-2

北おおさか信用金庫 玉櫛支店

大阪府茨木市玉櫛2-27-5

北おおさか信用金庫 茨木東支店

大阪府茨木市双葉町2-28

北おおさか信用金庫 総持寺支店

大阪府茨木市中総持寺町6-23

関西未来銀行

大阪府摂津市千里丘1-8-8

ニューロン薬局 千里丘店

大阪府摂津市千里丘2-12-10-103

サーバ 摂津千里丘

大阪府摂津市千里丘5-4-9

JMZ hair salon＆Cafe

大阪府摂津市千里丘6-6-34

餃子の王将 千里丘店

大阪府摂津市千里丘3-16-3

マルヤスJR千里丘店

大阪府摂津市千里丘1-12-27

まんねん千里丘店

大阪府摂津市千里丘1-13-23 千里丘サニーハイツ1F

サンドライビングスクール吹田茨木

大阪府摂津市桜町1-14-3

ほしぞら薬局

大阪府摂津市千里丘東3-8-13

LAUNDRY TODAY 千里丘駅前店

大阪府摂津市千里丘東3-10-16

カーブス千里丘

大阪府摂津市千里丘東3-1-25 勝ビルディング3Ｆ

ニューロン薬局 南千里丘店

大阪府摂津市南千里丘4-25

摂津市社会福祉協議会

大阪府摂津市三島2-5-4

ニューロン薬局 正雀店

大阪府摂津市正雀本町2-19-6

コノミヤ 摂津店

大阪府摂津市別府3-16-1

トライアル摂津南店

大阪府摂津市東別府3-5-13

オークワ南摂津駅前店

大阪府摂津市東一津屋4-10

ラ・ムー摂津鳥飼西店

大阪府摂津市鳥飼西5-5-5

北おおさか信用金庫 十三千里丘支店

大阪府摂津市千里丘1-7-12

北おおさか信用金庫 正雀支店

大阪府摂津市正雀本町1-33-12

北おおさか信用金庫 鳥飼支店

大阪府摂津市鳥飼八防1-8-7

ロハスカフェ

大阪府摂津市千里丘１丁目１３−２３

マナベインテリアハーツ 高槻店

大阪府三島郡島本町高浜3-5-7

みなせ耳鼻咽喉科

大阪府三島郡島本町水無瀬1-18-13 エクセル水無瀬 204号

北おおさか信用金庫 島本支店

大阪府三島郡島本町水無瀬2-4-3

摂津市

島本町

吹田市
KINOSHITA（木下名酒店）

大阪府吹田市津雲台1-1-30 阪急南千里駅前トナリエ1Ｆ

竹見台マーケット

大阪府吹田市竹見台3-6-6

トラム

大阪府吹田市津雲台4-1-10

コープミニ山田

大阪府吹田市山田東4-17-12-101

Ceres（セレス）山田店

大阪府吹田市山田東2-24-9 シャルム88-103号

TSUTAYA BOOK STORE エキスポシティ店

大阪府吹田市千里万博公園2-1 ららぽーとEXPOCITY2F

Inforestすいた（吹田市情報発信プラザ）

大阪府吹田市千里万博公園2-1 ららぽーとEXPOCITY1F

マックスバリュ吹田千里丘店

大阪府吹田市千里丘北2-20

Foods Market satake ビエラ千里丘店

大阪府吹田市長野西9-6

カーブス吹田山田

大阪府吹田市山田南22-5 SYCビル2F

イズミヤ 千里丘店

大阪府吹田市山田南1-1

バーミヤン 千里丘店

大阪府吹田市山田南1-1

極楽湯 吹田

大阪府吹田市岸部南1-2-1

株式会社ヴィレッジ

大阪府吹田市岸部南2-21-29

シティクリエイト

大阪府吹田市吹東町67-2

CRISAN FIUME

大阪府吹田市寿町1-1-1

Cafe Dining B.S CORE(コア）

大阪府吹田市元町11-4

さんくすホール

大阪府吹田市朝日町1-401 4F

HAPPY＆SMILE

大阪府吹田市昭和町10-20 モモハウス昭和町Ⅲ

メロード吹田

大阪府吹田市片山町1-2

スシロー南吹田店

大阪府吹田市穂波町21-15

本家かまどや南吹田店

大阪府吹田市穂波町25-1

ザめしや 吹田穂波店

大阪府吹田市穂波町3-27

クローバーハウス（エスシステム株式会社）

大阪府吹田市金田町5-19

㈱中村興文堂書店

大阪府吹田市垂水町2-1-24 豊津ファミリーショップ内

生活食品館 シンコー

大阪府吹田市垂水町2-4-37

パインズハート

大阪府吹田市垂水町1-40-5 マンションアルブル104号

フレスコ江坂店

大阪府吹田市江坂町1-14-29

ドコモショップ江坂公園前店

大阪府吹田市江坂町1-18-12 GP・GATE江坂1F

グルメシティ公園前店

大阪府吹田市江坂町1-18-10

江坂図書館

大阪府吹田市江坂町1-19-1

クレヨンハウス大阪店

大阪府吹田市垂水町3-34-24

萠茶KIZASHI

大阪府吹田市江坂町1-23-101 大同生命ビル2F

東急スポーツオアシス 江坂店

大阪府吹田市江坂町1-22-12

リブロ江坂店

大阪府吹田市豊津町9-1 パシフィックマークス江坂2F

東急ハンズ江坂店

大阪府吹田市豊津町9-40

ダイエー 江坂駅前店

大阪府吹田市豊津町10-7
グリーンマーケットえさか（MOAかんさい健康センター） 大阪府吹田市江の木町16-9 愛和会ビル1F
天下一品 江坂店
大阪府吹田市江の木町8-27-103
江坂テニスセンター

大阪府吹田市芳野町13-50

朝日スポーツクラブBIG-S 江坂

大阪府吹田市芳野町13-50-1 アメニティ江坂内

王将 江坂店

大阪府吹田市豊津町17-13

レコンフォルテ

大阪府吹田市千里山西1-37-1

プティラプティ 千里山店

大阪府吹田市千里山東2-27-18

マックスバリュー千里山店

大阪府吹田市千里山東2-26-12

関西スーパー佐井寺店

大阪府吹田市佐井寺南が丘17-1

Anatelier（アナトリエ）

大阪府吹田市上山手町63-15 メゾン・ド・山手1F

イーストテニススクール吹田

大阪府吹田市岸部北4-9-1

吹田 さん宮

大阪府吹田市原町4-23-9

マルヤス吹田店

大阪府吹田市原町4-22-2

TOUTOU VIVANT

大阪府吹田市佐井寺3-12-22

コープ吹田

大阪府吹田市五月が丘西1-1

まねき屋 亥子谷店

大阪府吹田市山田西1-13-1

本家かまどや 亥子谷店

大阪府吹田市岸部北5-44-15

ヘルシースリムJuu（十全鍼灸整骨院）

大阪府吹田市五月ヶ丘北1-15 ベストレジデンス南千里401号室

吹田市山田西二郵便局

大阪府吹田市山田西2-4-1

エコリング吹田店

大阪府吹田市山田西3-57-20 ピアパレス王子1F

KOHYO山田店

大阪府吹田市山田西4-1-2 デュー阪急山田1Ｆ

スポーツ オーソリティ デュー阪急山田店

大阪府吹田市山田西4-1-2-301 デュー阪急山田3F

Mille Village（ミル・ヴィラージュ）

大阪府吹田市千里万博公園14-13 バロン101

おゆば

大阪府吹田市千里万博公園11-11

アンリ 北千里店

大阪府吹田市古江台3-18-10

ベラミ北千里店

大阪府吹田市古江台4-119 DIOS北千里2番館2F

カーブス ディオス北千里

大阪府吹田市古江台4-119 ディオス北千里5番館

コナミスポーツ 北千里

大阪府吹田市古江台4-2-50 北千里サティ7Ｆ

大阪大学医学部附属病院内 一般食堂

大阪府吹田市山田丘2-15

love for dogs（ラブフォードッグス）

大阪府吹田市長野東14-1

大阪王将 千里丘店

大阪府吹田市長野東3-20 野口ビューハイツ105号

北おおさか信用金庫 江坂支店

大阪府吹田市江坂町2-24-28

北おおさか信用金庫 吹田支店

大阪府吹田市朝日町5-32

北おおさか信用金庫 江坂駅前支店

大阪府吹田市豊津町14-15

北おおさか信用金庫 吹田駅前支店南吹田出張所

大阪府吹田市南金田2-6-25

北おおさか信用金庫 千里山駅前支店

大阪府吹田市千里山東2-27-8

北おおさか信用金庫 片山支店

大阪府吹田市片山町3-16-19

ららぽーとEXPOCITY

大阪府吹田市千里万博公園2-1

サーティーワンアイスクリーム吹田五月が丘店

大阪府吹田市五月が丘北2-2

アビアント

大阪府豊中市新千里南町3-1-14

不二家ロードサイドレストラン 桃山台店

大阪府豊中市上新田1-1-4

TSUTAYA 上新田店

大阪府豊中市上新田4-29-13

千里スイミングクラブ

大阪府豊中市上新田4-7-7

ファミリーマート 鷹ヶ巣上新田店

大阪府豊中市上新田4-7-10

ほっかほっか亭 豊中浜店

大阪府豊中市浜1-30-1

アカシヤ 豊中浜店

大阪府豊中市浜1-28-28

キリン堂 おぞね店

大阪府豊中市北条町1-22-4

露天風呂 たこ湯

大阪府豊中市曽根東町6-7-15

コープミニ城山

大阪府豊中市城山町2-5-12

ブーランジェリトラム

大阪府豊中市長興寺南4-2-1 1F

ラ・クール 緑地公園店

大阪府豊中市寺内2-2-22 シャトーエデン1F

阪急OASIS 服部緑地店

大阪府豊中市東寺内町11-23

ジャンボカレー

大阪府豊中市新千里東町1-3-3 せんちゅうぱる専門店街B1F

笹川薬局 千里中央店

大阪府豊中市新千里東町1-3-234 せんちゅうぱる専門店街2F

たよし

大阪府豊中市新千里東町1-3-61 せんちゅうぱる専門店街B1F

ピーコックストア千里中央店

大阪府豊中市新千里東町1-1-1

プロント ピーコックストア千里中央店

大阪府豊中市新千里東町1-1-1 千里大丸プラザB1F

菜園レストランNeNe

大阪府豊中市新千里東町1-4-3 SHIP千里ビル

ソフトバンク千里中央

大阪府豊中市新千里東町1-4-2 千里ライフサイエンスセンタービル1Ｆ

LC薬局

大阪府豊中市新千里東町1-4-2 千里ライフサイエンスセンタービル1Ｆ

ベラミ千里中央店

大阪府豊中市新千里東町1-4-1 阪急千里中央ビル2F

ベラミ千里阪急店

大阪府豊中市新千里東町1-4-1 阪急千里中央ビル2F

ヤマダ電機 LABI千里

大阪府豊中市新千里東町1-2-20

MAMA’S CHINGUチング

大阪府豊中市新千里東町1-2-20 ヤマダLABI千里4Ｆ

中華飲茶バイキング TENTEN

大阪府豊中市新千里東町1-2-20 ヤマダLABI千里4Ｆ

ごま屋ちゅう兵衛 LABI千里店

大阪府豊中市新千里東町1-2-20 ヤマダLABI千里4Ｆ

笹部書店

大阪府豊中市新千里西町3-2-3

笹川薬局 東町店

大阪府豊中市新千里東町3-6-104 新千里東町近隣センター内

石川書店

大阪府豊中市新千里北町2-20-6

コープミニ桜の町

大阪府豊中市桜の町2-1-6

フードネットマート桜の町

大阪府豊中市桜の町3-5-8

大垣書店

大阪府豊中市緑丘4-1-3 イオン豊中緑丘ショッピングセンター2F

ソフトバンク イオンタウン豊中緑丘店

大阪府豊中市緑丘4-1-1 イオンタウン豊中緑丘1F

コープミニ西緑丘

大阪府豊中市西緑丘1-1-38

コスパ豊中少路店

大阪府豊中市少路1-9-20

ベラミ豊中少路店

大阪府豊中市少路1-10-13

ZABO

大阪府豊中市少路1-10-13

ロッソ 豊中ロマンチック街道店

大阪府豊中市桜の町6-18-30

コープ東豊中店

大阪府豊中市東豊中町4-3-13

フレスコ熊野店

大阪府豊中市熊野町4-23-2

コープミニ泉丘

大阪府豊中市東泉丘2-14-20

三田屋本店 豊中

大阪府豊中市西泉丘3-8-12

阪急OASIS 夕日丘店

大阪府豊中市夕日丘1-1-5

ライフスポーツＫＴＶ豊中

大阪府豊中市夕日丘1-1-5

フードショップ青葉 夕日丘店

大阪府豊中市夕日丘1-13-9

Atorium 38（アトリウム）

大阪府豊中市中桜塚3-13-15 1F

なかま塾

大阪府豊中市北桜塚3-8-30 リンデ北桜塚コーポ101

シャトレーゼ 豊中店

大阪府豊中市上野東1-4-6

昌文堂書店

大阪府豊中市本町6-8-2

エコリング豊中店

大阪府豊中市本町7-1-33

ソフトバンク豊中駅前店

大阪府豊中市本町1-9-10 マストモール104

マラサダドーナツ 豊中駅前店

大阪府豊中市本町1-9-34 藤慶ビル1F

シェフカワカミ 豊中店

大阪府豊中市千里園2-2-45

コープ蛍池

大阪府豊中市蛍池中町3-2-1

フードネットマート蛍池店

大阪府豊中市蛍池中町2-4-17

ソフトバンク 蛍池店

大阪府豊中市蛍池東町2-2-18

Joy's Cafe

大阪府豊中市蛍池東町2-1-3 武岡ビル1F

炭火焼肉 鶴兆別館 蛍池店

大阪府豊中市蛍池北町3-2-3 業務スーパー蛍池店2F

餃子の王将 空港線豊中店

大阪府豊中市山ノ上町9-15

豊中市

レジデンス鷹ヶ巣千里中央1F

エバーグリーンハイツ101

サボイ 桜塚店 味道館

大阪府豊中市中桜塚2-27-8

コープ桜塚

大阪府豊中市南桜塚2-1-10

シェフカワカミ 桜塚店

大阪府豊中市南桜塚3-6-27

エコリング曽根店

大阪府豊中市長興寺南1-3-1

ARIKA

大阪府豊中市曽根東町2-3-16

ふるさと広場 曽根店

大阪府豊中市曽根東町1-10-24

KOHYO阪急曽根店

大阪府豊中市曽根東町3-3-1

履正スイミングクラブ曽根

大阪府豊中市曽根南町2-2-2

トンダヤ

大阪府豊中市服部西町2-4-10

ほっかほっか亭 服部店

大阪府豊中市服部本町2-2-3

藍天（ランテン）

大阪府豊中市服部本町1-7-11

コスメティック光

大阪府豊中市服部本町1-7-6

いただきますねっと

大阪府豊中市服部本町1-6-7 2F

豊南市場

大阪府豊中市庄内東町1-7-19

大阪脳神経外科

大阪府豊中市庄内宝町2-6-23

北おおさか信用金庫 蛍池支店

大阪府豊中市蛍池東町1-6-1

北おおさか信用金庫 桜井谷支店

大阪府豊中市春日町4-1-7

北おおさか信用金庫 庄内支店

大阪府豊中市庄内東町4-3-1

北おおさか信用金庫 庄内西支店

大阪府豊中市庄内幸町2-13-8

北おおさか信用金庫 千里中央支店・ 新千里南支店

大阪府豊中市新千里西町1-1-8 第一火災千里中央ビル1F

北おおさか信用金庫 曽根支店

大阪府豊中市曽根東町3-2-1-101

北おおさか信用金庫 服部支店

大阪府豊中市服部元町1-8-20

北おおさか信用金庫 豊中支店

大阪府豊中市中桜塚1-18-19

北おおさか信用金庫 本町支店

大阪府豊中市本町1-9-10-101

アンリ 小野原店

大阪府箕面市小野原東5-1-27

三田屋 小野原店

大阪府箕面市小野原東3-9-35

銀蔵 小野原本店

大阪府箕面市小野原東5-2-1

医療法人社団 和風会 千里リハビリテーション病院

大阪府箕面市小野原西4-6-1

PROFOODS（プロフーズ大阪箕面店）

大阪府箕面市小野原西3-20-20

キリン堂 粟生間谷店

大阪府箕面市粟生間谷西3-10-30

食品館アプロ 箕面店

大阪府箕面市粟生間谷東1-34-5

コノミヤ 箕面店

大阪府箕面市粟生間谷西2-6-3

博文堂書店 箕面あお店

大阪府箕面市粟生間谷西2-6-2-107

maco mammy english

大阪府箕面市外院3-5-17 パティオ外院1FC号

コインランドリー ドルフィン箕面

大阪府箕面市外院2-12-13

ピース

大阪府箕面市外院3-2-17

マックスバリュ箕面外院店

大阪府箕面市石丸2-10-70

箕面市

かやの中央スイミングスクール

大阪府箕面市萱野4-2-10

コープ箕面中央

大阪府箕面市坊島1-1-15

コ・ス・パみのお

大阪府箕面市坊島4-1-24 みのおキューズモールWEST1F

笹川薬局 萱野店

大阪府箕面市坊島4-1-24 みのおキューズモールWEST1F

特定非営利活動法人 市民フォーラムみのお

大阪府箕面市坊島4-1-24 みのおキューズモールWEST2F

シルベスト・サイクル みのおキューズモール店

大阪府箕面市坊島4-5-20 みのおキューズモール WEST1F

マジックミシン

大阪府箕面市西宿1-12-8 みのおキューズモールEAST1Ｆ

Photo efy（フォト・エフィー）みのおキューズモール店

大阪府箕面市西宿1-13-10 みのおキューズモールEAST2-1F

Y!mobile みのおキューズモール

大阪府箕面市西宿1-13-10 みのおキューズモールEAST2-1F

クラフトハート トーカイ みのおキューズモール店

大阪府箕面市西宿1-13-10 みのおキューズモールEAST2F

みのおキューズモ－ル 2F 案内カウンター

大阪府箕面市坊島4-5-20

ファンファンキッズアフタースクール

大阪府箕面市如意谷4-3-11

フレッシュフーズKIKUYA

大阪府箕面市如意谷2-8-32

コープミニルミナス箕面

大阪府箕面市如意谷4-6-19

家庭料理 かみぞの

大阪府箕面市箕面5-1-52

ほけんチェック

大阪府箕面市箕面6-3-1-113

株式会社MIKIホーム

大阪府箕面市箕面6-4-3

カフェ・ド・クリエ箕面

大阪府箕面市箕面6-4-1

銀蔵 箕面駅前店

大阪府箕面市箕面6-4-24 サンクスみのお105

木下ブックセンター サンクスみのお店

大阪府箕面市箕面6-4-28

KOHYO箕面店

大阪府箕面市箕面6-5-21

ドコモショップ箕面店

大阪府箕面市西小路3-16-3

アンリ 牧落店

大阪府箕面市西小路5-1-5

コープ箕面

大阪府箕面市桜ヶ丘5-6-6

北乃屋 箕面店

大阪府箕面市桜5-13-11

アンリ 桜井店

大阪府箕面市桜井2-2-6

ライフ箕面店

大阪府箕面市稲1-10-13-2

エコリング箕面店

大阪府箕面市牧落3-13-33

ジャイアントストア大阪

大阪府箕面市稲1-3-18

リサイクルショップ ドリーム箕面店

大阪府箕面市牧落5-3-2

かっぱ寿司 箕面店

大阪府箕面市桜井3-8-9

デューク書店箕面店

大阪府箕面市半町4-2-33

フレスコ桜井店

大阪府箕面市半町3-15-10

夢一喜

大阪府箕面市稲6-7-20

ローゲンマイヤー 箕面店

大阪府箕面市船場西1-14-20

ベーカリーカフェ玄米王国

大阪府箕面市船場東1-2-20 ウォールマンビル1F

Sprout（スプラウト）

大阪府箕面市船場東2-6-46

箕面湯元 水春

大阪府箕面市船場東3-13-11 ビーバーワールド2Ｆ

レインボー・インドア テニススクール彩都

大阪府箕面市彩都粟生南1-18 レインボーハウス内

北おおさか信用金庫 箕面中央支店

大阪府箕面市箕面6-5-13

北おおさか信用金庫 箕面東支店

大阪府箕面市今宮3-1-17

コープミニ井口堂

大阪府池田市井口堂2-7-18

ソフトバンク 池田店

大阪府池田市鉢塚2-9-1

コープミニ伏尾台

大阪府池田市伏尾台3-4-1

コープミニ上池田

大阪府池田市上池田2-4-6-101

食品館アプロ 石橋店

大阪府池田市石橋1-15-11

北おおさか信用金庫 石橋支店

大阪府池田市石橋1-8-6

Living cafe

兵庫県西宮市笠屋町5-10

ヘアメイクドルチェ

兵庫県西宮市笠屋町15-8

ライフォート西宮上田店

兵庫県西宮市上田中町18-43

コープ武庫川

兵庫県西宮市高須町1-1-2-101

マックスバリュ西宮上田店

兵庫県西宮市上田東町10-27

熊野の郷

兵庫県西宮市鳴尾浜1-1-3

ひょうご西宮アイスアリーナ

兵庫県西宮市鳴尾浜1-16-8

ライフ 浜甲子園店

兵庫県西宮市甲子園九番町11-62

クア武庫川

兵庫県西宮市笠屋町3-10

松風幼稚園

兵庫県西宮市鳴尾町3-4-6

淡路島カレー＆Cafe ストロベリーフィールド

兵庫県西宮市鳴尾町1-3-21 H2O鳴尾ビル204号室

トライアル武庫川店

兵庫県西宮市池開町2-28

阪神調剤薬局 武庫川店

兵庫県西宮市池開町3-20 メイマネジメントビルディング101

阪神調剤薬局 武庫川駅前店

兵庫県西宮市武庫川町2-19 PIビル1-A

コープ西宮東

兵庫県西宮市小松北町1-6-44

花園幼稚園

兵庫県西宮市上鳴尾町19-19

KOHYO甲子園

兵庫県西宮市甲子園三番町10-41

ホットヨガスタジオOCTONE甲子園スタジオ

兵庫県西宮市甲子園二番町1-22 たざわビル3Ｆ

エコリング 西宮店

兵庫県西宮市上甲子園1-1-11 上甲子園ハイツ1F

リップカレント

兵庫県西宮市甲子園口3-4-35 エトワール甲子園口1F

桜 甲子園口店

兵庫県西宮市甲子園口3-4-12 ダイドーシティ甲子園口駅前B1

さつき鍼灸整骨院

兵庫県西宮市甲子園口3-4-14

手作りケーキ ライト

兵庫県西宮市甲子園口2-3-30

ほんわかハウス

兵庫県西宮市甲子園口2-10-31

Bif Rost（ビフロスト）

兵庫県西宮市甲子園口2-16-1 甲子園口チャンスビル 1F

コープ甲子園口

兵庫県西宮市二見町3-27

ウエダ花オフィス

兵庫県西宮市甲子園口北町4-15-101

甲子園学院幼稚園

兵庫県西宮市熊野町5-18

阪急幼稚園

兵庫県西宮市大屋町28-18

La zucca di napoli（ラズッカディナポリ）

兵庫県西宮市田代町11-26

Coffee＆Sandwich YONE

兵庫県西宮市田代町1-9

エコリング 西宮北口店

兵庫県西宮市深津町3-25 1Ｆ

イズミヤ 西宮ガーデンズ店

兵庫県西宮市高松町14-3

PLAZA HAIR西宮北口店

兵庫県西宮市北口町1-2 アクタ西宮 東館2Ｆ

古本2階洞

兵庫県西宮市北口町1-2 アクタ西宮 東館1Ｆ

西宮北口図書館

兵庫県西宮市北口町1-2 アクタ西宮 東館5Ｆ

コープ北口食彩館

兵庫県西宮市北口町1-2-136 アクタ西宮東館

カレーハウス ビーホット

兵庫県西宮市北口町1-1 アクタ西宮 西館1Ｆ

ステーキ家

兵庫県西宮市北口町1-1 アクタ西宮 西館1Ｆ

アルバータ アルバータ アクタ西宮

兵庫県西宮市北口町1-1 アクタ西宮 西館1Ｆ

アイメディカル西宮

兵庫県西宮市甲風園1-5-15 2F

LE66 PLATABLE（ル・ロクロク・プラターブル）

兵庫県西宮市甲風園1-6-11 AIFビル1階

グローバル コミュニイティ株式会社

兵庫県西宮市甲風園1-1-13

兵庫栄養調理製菓専門学校

兵庫県西宮市北昭和町9-32

ブックスシオサイ

兵庫県西宮市南昭和町10-19 公同教会総合ビル1F

コナミスポーツクラブ 本店西宮アネックス

兵庫県西宮市森下町10-21

スタジオ フェアレディ

兵庫県西宮市芦原町7-16

アオバ薬局 今津店

兵庫県西宮市津門大塚町3-20

ライフォート フレンテ西宮店

兵庫県西宮市池田町11-1 フレンテ西宮B1

コープ西宮

兵庫県西宮市池田町11-1 フレンテ西宮

日本調剤ほけんショップ 西宮店

兵庫県西宮市西福町5-16-103 NOMURAビル1F

池田市

西宮市

アカシヤ JR西宮駅前店

兵庫県西宮市西福町2-24

西宮商工会議所

兵庫県西宮市櫨塚町2-20 5F

カフェごはん はなむぐり

兵庫県西宮市戸田町1-21

kirari西宮店

兵庫県西宮市田中町5-10 NSビル3F

Quadrifoglio(クアドリフォーリオ）

兵庫県西宮市戸田町1-12

餃子の王将 阪神西宮店

兵庫県西宮市戸田町6-26

パスタ工房

兵庫県西宮市戸田町5-20

KOMA

兵庫県西宮市馬場町4-6

ホットヨガスタジオOCTONE西宮駅前スタジオ

兵庫県西宮市馬場町6-20 東急ドエルアルス西宮エスタシア202-3号室

サンライズ整骨院

兵庫県西宮市今津曙町3-2-101

マルゼン今津店

兵庫県西宮市津門呉羽町2-45

食品館アプロ 西宮今津店

兵庫県西宮市津門稲荷町14-5

西宮協立脳神経外科病院

兵庫県西宮市今津山中町11-1

コープミニ甲子園中

兵庫県西宮市甲子園五番町14-14

旭屋書店 ららぽーと甲子園店

兵庫県西宮市甲子園八番町1-100 ららぽーと甲子園内2F

西宮市立鳴尾図書館

兵庫県西宮市甲子園八番町1-20

コープミニ南甲子園

兵庫県西宮市浜甲子園3-3-14

スポーツオーソリティ西宮今津店

兵庫県西宮市今津港町1-26

コープ西宮南

兵庫県西宮市今津社前町8-10

えびすの湯 一休

兵庫県西宮市今津出在家町7-40

山陽マルナカ 西宮店

兵庫県西宮市浜松原町21-1

白鷹禄水苑

兵庫県西宮市鞍掛町5-1

Kobe Gokigen Kitchen 手作り弁当

兵庫県西宮市西宮浜4-14-2

西宮市貝類館

兵庫県西宮市西宮浜4-13-4

コープマリナパーク

兵庫県西宮市西宮浜4-14-1

フリアンディーズ

兵庫県西宮市西宮浜4-16-1 新西宮ヨットハーバー1Ｆ

マックスバリュ西宮浜町店

兵庫県西宮市浜町3-10

東鶴マーケットスクエア

兵庫県西宮市浜町10-11

ポートウェーブ西宮

兵庫県西宮市建石町1-6

焼肉 勝っちゃん

兵庫県西宮市宮前町1-14

香枦園テニスクラブ

兵庫県西宮市大浜町2-48

くる美化粧品店

兵庫県西宮市川東町4-2

コープ香櫨園

兵庫県西宮市川東町4-4

BEANS

兵庫県西宮市川西町2-35 セントリバーガーデンB1F

夙川グリーンタウン矯正歯科クリニック

兵庫県西宮市羽衣町7-30 夙川グリ-ンタウン3F

ホームドライ夙川店

兵庫県西宮市羽衣町7-30 夙川グリ-ンタウン1F

KOSHOクリニック

兵庫県西宮市羽衣町5-13 ワジュ-ル夙川ビル1F・2F

彩り漢方薬局

兵庫県西宮市相生町6-41

ミル・コート

兵庫県西宮市寿町4-32

コープ夙川

兵庫県西宮市若松町4-1

ブーランジェリー・フリアンド

兵庫県西宮市若松町3-1

こだわり自然のケーキ屋 ベルサ洋菓子工房

兵庫県西宮市中屋町9-1

コープ甲陽園

兵庫県西宮市新甲陽町4-5 ショッピングセンターエモア内

Prim rose Hill（プリムローズヒル）

兵庫県西宮市石刎町4-1

ARROW TREE（アローツリー）苦楽園店

兵庫県西宮市南越木岩町8-13 苦楽園第1ビル1F

八百屋

兵庫県西宮市菊谷町13-20 エム苦楽園103号

エコリング 夙川店

兵庫県西宮市南越木岩町15-7 ラ・クーナ1F

コープ苦楽園

兵庫県西宮市樋之池町6-17

コープミニ大谷

兵庫県西宮市大谷町6-4

TSUTAYA夙川店

兵庫県西宮市郷免町4-22

ゴルフアシスト

兵庫県西宮市弓場町9-30 2F

KOHYO甲東園店

兵庫県西宮市甲東園3-2-29

キッズスポーツクラブ

兵庫県西宮市甲東園1-1-6

仁川学院 マリアの園幼稚園

兵庫県西宮市甲東園2-13-9

ITCテニスヒル仁川

兵庫県西宮市段上町5-3-61

コープミニ一里山

兵庫県西宮市一里山町9-7

WAVE西宮店

兵庫県西宮市段上町2-1-3

ココカラファイン段上店

兵庫県西宮市段上町1-16-18

コープ甲東園

兵庫県西宮市上大市3-4-1

axt（アクスト）キューブ店

兵庫県西宮市林田町10-10

コープミニあたご山

兵庫県西宮市愛宕山10-31

コープミニ大森

兵庫県西宮市大森町15-3

ヒロコーヒー西宮北口店

兵庫県西宮市高木東町37-11

ふぐまん

兵庫県西宮市甲子園三保町3-16

Encore un matin（オンコー アン マタン）

兵庫県西宮市川添町4-2

コープ打出浜

兵庫県芦屋市大東町9-11

コープ浜芦屋

兵庫県芦屋市呉川町16-22

むらまつ歯科クリニック

兵庫県芦屋市呉川町11-22

芦屋市立図書館

兵庫県芦屋市伊勢町12-5

芦屋市立美術博物館

兵庫県芦屋市伊勢町12-25

スーパーストアおだ潮見店

兵庫県芦屋市潮見町7-10

グルメシティ芦屋浜店

兵庫県芦屋市高浜町6-1 グルメシティ芦屋浜店2F

ライフォート芦屋浜店

兵庫県芦屋市高浜町6-1 グルメシティ芦屋浜店2F

Kid's US.LAND 芦屋浜店

兵庫県芦屋市高浜町6-1 グルメシティ芦屋浜店3F

アクトス芦屋リゾート

兵庫県芦屋市海洋町10-3

ライフォート打出店

兵庫県芦屋市南宮町11-1

エコリング芦屋店

兵庫県芦屋市南宮町2-20

コープミニ東山

兵庫県芦屋市東山町29-7

岩園薬局

兵庫県芦屋市岩園町23-3

ティズハリジェンヌ

兵庫県芦屋市大原町28-1 パルティ芦屋2F

芦屋ナチュラリズム

兵庫県芦屋市東山町6-6 ハッピーコート1F

芦屋甲陽幼稚園

兵庫県芦屋市大原町20-6

エコリング ラポルテ芦屋店

兵庫県芦屋市大原町9-2-127 ラポルテ東館1F

コープデイズ芦屋店

兵庫県芦屋市大原町9-1-304 ラポルテ東館

Hotel Takezono Ashiya

兵庫県芦屋市大原町10-1-101

リブハート

兵庫県芦屋市船戸町4-1 ラ・ポルテ本館1F

セントラルウェルネスクラブ芦屋

兵庫県芦屋市船戸町4-1 ラポルテ本館5F・6F

ダンスオブハーツ

兵庫県芦屋市松ノ内町1-10

波沙鮓（ナミサス）

兵庫県芦屋市松ノ内町3-14 チェリ-ビュウ芦屋川1F

大利昭文堂

兵庫県芦屋市月若町8-1

太田整体院

兵庫県芦屋市西山町3-9

コープミニ西芦屋

兵庫県芦屋市西芦屋町7-1

ナンナカフェ

兵庫県芦屋市西芦屋町3-22 芦屋タウンハウス1F

博多ラーメンげんこつ 芦屋店

兵庫県芦屋市清水町4-3

アスロンジュニアスポーツクラブ

兵庫県芦屋市楠町11-17

芦屋らーめん庵

兵庫県芦屋市宮塚町2-3 サンロイス芦屋７号館 101

髪結倶楽部ギャルソン

兵庫県芦屋市茶屋之町10-5

芦屋エビアンコーヒーショップ

兵庫県芦屋市茶屋之町11-8

木と工房家具 Jクオリア

兵庫県芦屋市茶屋之町10-7 LaCasaVerde芦屋1F

トータルボディケア芦屋

兵庫県芦屋市精道町4-14

Caprice Cafe

兵庫県芦屋市公光町3-4

芦屋市商工会

兵庫県芦屋市公光町4-28

芦屋市立精道幼稚園

兵庫県芦屋市川西町11-10

ワインガーデン・リブゴージュ

兵庫県芦屋市公光町4-18

come come（カムカム）

兵庫県芦屋市茶屋之町1-12

スペースR

兵庫県芦屋市茶屋之町1-12

スーパーストア おだ本店

兵庫県芦屋市浜芦屋町1-3

ダンス夢工房

兵庫県芦屋市大原町2-6 ラ・モール芦屋208

珈琲麓

兵庫県芦屋市東山町7-32

アプリ甲東B1F
パセオ甲東1F

芦屋市

神戸市東灘区
コープミニ深江南

兵庫県神戸市東灘区深江南町2-12-8

コープ深江

兵庫県神戸市東灘区深江北町3-9-15

ひかり薬局 東灘店

兵庫県神戸市東灘区森南町1-6-2 F甲南山手ビル101号

エイコーンスタジオ

兵庫県神戸市東灘区森南町1-5-1 セルバ甲南山手Ｂ1F

甲南山手カルチャーセンター

兵庫県神戸市東灘区森南町1-5-1 セルバ甲南山手5F

Kid's US.LAND 甲南山手店

兵庫県神戸市東灘区森南町1-5-1 セルバ甲南山手5F

コープミニ甲南山手

兵庫県神戸市東灘区森北町1-6-7

番のや

兵庫県神戸市東灘区森南町1-6-11 サンライフつちや105

エコリング 東灘店

兵庫県神戸市東灘区森南町1-6-11

コナミスポーツクラブ本山南

兵庫県神戸市東灘区北青木2-10-5

ダイエー 甲南店

兵庫県神戸市東灘区本山南町8-7-18

扇文堂書店

兵庫県神戸市東灘区青木6-6-16 ピアフェスタ青木駅前1Ｆ-105

サンシャインワーフ神戸

兵庫県神戸市東灘区青木1-2-34

トーホーストア 魚崎南店

兵庫県神戸市東灘区魚崎南町4-2-18

マックスバリュエクスプレス魚崎店

兵庫県神戸市東灘区魚崎西町4-14-14

コープミニ魚崎

兵庫県神戸市東灘区魚崎中町4-8-1

アップルランド

兵庫県神戸市東灘区甲南町2-1-20 コ-プリビング甲南1F

コープリビング甲南

兵庫県神戸市東灘区甲南町2-1-20

ワンストップカフェ

兵庫県神戸市東灘区甲南町2-8-9

コープ甲南

兵庫県神戸市東灘区甲南町3-1-18

ラトリエ ドゥ マッサ

兵庫県神戸市東灘区岡本4-4-7

西岡本薬局

兵庫県神戸市東灘区岡本2-7-13

グルメシティ本山店

兵庫県神戸市東灘区岡本1-9-6

ぼて 岡本店

兵庫県神戸市東灘区岡本1-4-17 オギタビル1F

ブランカ・岡本店

兵庫県神戸市東灘区岡本1-9-29

ステーキハウス らぱん

兵庫県神戸市東灘区岡本1-5-14 第2伸幸ビル2F

ドンク岡本 グルメ館

兵庫県神戸市東灘区岡本1-8-21

コープ岡本

兵庫県神戸市東灘区岡本1-14-2

チョコレートハウス モンロワール

兵庫県神戸市東灘区岡本1-11-20 アルフィー岡本2F

共栄薬局

兵庫県神戸市東灘区田中町1-13-22 アーバンライフ106

ホットヨガスタジオOCT-ONE神戸本山スタジオ

兵庫県神戸市東灘区田中町1-8-14 クレセ本山1F

Best Condition Lab+（ベストコンディションラボ）

兵庫県神戸市東灘区田中町5-1-14

ほっかほっか亭 六甲アイランド店

兵庫県神戸市東灘区向洋町中5-1 ウエストコ-ト4-2-524-111

KOBE GROCRS（コウベグロサーズ）

兵庫県神戸市東灘区向洋町中5-15 RIVER MALL マーケットシーン1F

イル・アルティスタ

兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションマート1F
兵庫県神戸市東灘区向洋町中2-9-1 ホテルプラザ神戸3F

株式会社ホテルプラザ神戸

アフラックサービスショップ 日本調剤 六甲アイランド 兵庫県神戸市東灘区向洋町中2-13 シェラトンスクエア2F
店
マリン薬局 六甲アイランド店
兵庫県神戸市東灘区向洋町中2-10 六甲アイランドビル2Ｆ
六甲アイランド甲南病院
兵庫県神戸市東灘区向洋町中2-11
かるがも薬局アイランド店

兵庫県神戸市東灘区向洋町中1-14-105

阪神調剤薬局 御影店

兵庫県神戸市東灘区御影中町1-7-20 トラスティー御影

御影スイミングスクール

兵庫県神戸市東灘区御影中町4-1-29

阪神調剤薬局 みかげ南店

兵庫県神戸市東灘区御影本町4-9-17

ライフォート阪神御影駅南店

兵庫県神戸市東灘区御影本町4-10-1

パン工房 Masuya

兵庫県神戸市東灘区御影本町4-12-28 商店街内

本家かまどや 阪神御影店

兵庫県神戸市東灘区御影本町2-17-3 アイシン神戸ビル1F

住吉南グローバル薬局

兵庫県神戸市東灘区住吉宮町4-4-1 キララ住吉2F

エコリング住吉駅前店

兵庫県神戸市東灘区住吉宮町4-3-13 ドエルアルス住吉駅前103

東急スポーツオアシス 住吉店

兵庫県神戸市東灘区住吉本町1-1-2

ジュンク堂書店 神戸住吉店

兵庫県神戸市東灘区住吉本町1-2-1 住吉ターミナルビル4F

シーア

兵庫県神戸市東灘区住吉本町1-2-1

阪神調剤薬局住吉川店

兵庫県神戸市東灘区住吉本町3-4-15 インターメディックビル1F-2

神戸屋レストラン御影店

兵庫県神戸市東灘区住吉本町3-5-11

コープミニ住吉台

兵庫県神戸市東灘区住吉台3-1

コープ渦森台

兵庫県神戸市東灘区渦森台2-14

Ricco

兵庫県神戸市東灘区御影郡家2-15-13 ブリリアンズビル1F

コープミニ御影北

兵庫県神戸市東灘区御影3-8-33

笑顔の米屋 いずよね

兵庫県神戸市東灘区御影塚町2-24

水野屋

兵庫県神戸市東灘区岡本1-3-31 サン岡本ビル1F

娑羅樹

兵庫県神戸市東灘区岡本2-2-27

神戸動植物環境専門学校

兵庫県神戸市東灘区向洋町中1-16

うどん王 神戸住吉店

兵庫県神戸市東灘区住吉宮町4-4-1 Kilala住吉104

株式会社木村地所

兵庫県神戸市東灘区南町1-10-7

atelier porto(アトリエポルト)

兵庫県神戸市東灘区森北町1丁目7-13 アーク玉谷ビル1階

BROTBAR secession(ブロートバール セセシオン)

兵庫県神戸市東灘区御影郡家1-25-12 グレイス御影B1F

Dab hands

兵庫県神戸市東灘区御影中町6-1-25

リペア工房 プラスワン御影店

兵庫県神戸市東灘区御影本町4-11-7 西村ビル1F

ディスカウントプラザ 住吉店

兵庫県神戸市東灘区住吉宮町4-4-1-110 KiLaLa住吉

MARIINON

兵庫県神戸市東灘区田中町1-13-10

スポーツ整体イサム

兵庫県神戸市東灘区田中町1丁目1-15

欧風料理 ラ・ポスト

兵庫県神戸市東灘区本山北町3-3-14 パティオ岡本1F

コープミニ高羽

兵庫県神戸市灘区高羽町3-14-10

地蔵家 六甲店

兵庫県神戸市灘区弓木町3-1-144

コープミニやまと

兵庫県神戸市灘区大和町4-1-14

プルチーノ

兵庫県神戸市灘区森後町1-3-19 リトルブラザーズ六甲ビル1F

コープ六甲

兵庫県神戸市灘区森後町3-5-38

チロル

兵庫県神戸市灘区八幡町4-1-1

かもめ食堂

兵庫県神戸市灘区高徳町3-2-21

ユーアイ薬局

兵庫県神戸市灘区八幡町2-8-7

食の工房 みやまえ

兵庫県神戸市灘区森後町3-3-7 六甲本通商店街内

カフェレストラン hug

兵庫県神戸市灘区永手町5-1-246

ダイエー六甲道店

兵庫県神戸市灘区深田町4-1-39

エコリング 六甲道店

兵庫県神戸市灘区深田町3-1-15 ライオンズマンション六甲道第3-1F

オレンジ・スリフティ

兵庫県神戸市灘区永手町3-1-208

スポーツアカデミー六甲道

兵庫県神戸市灘区琵琶町3-2-1 松蔭大学会館内2F

セントラルウェルネスクラブ 六甲道店

兵庫県神戸市灘区桜口町5-1-1-111 ウェルブ六甲道5番街1番館3F

手もみ庵 六甲道店

兵庫県神戸市灘区備後町5-3-1 ウェルブ六甲道1番街2F

神戸商工会議所 東神戸支部

兵庫県神戸市灘区友田町3-6-15 KHK灘ビル3F

セカンドストリート 神戸六甲道店

兵庫県神戸市灘区友田町5-2-1 グランド六甲ビル1F

サザンモール六甲

兵庫県神戸市灘区新在家南町1-2-1 サザンモール六甲1F

Leaf Tea Cafe HIKARI（リーフティーカフェヒカリ）

兵庫県神戸市灘区新在家南町1-2-1 サザンモール六甲B612-2F

灘浜ガーデンバーデン

兵庫県神戸市灘区新在家南町2-25-6

トマト＆オニオン 神戸摩耶ランプ店

兵庫県神戸市灘区灘浜町3-46

マジックパン 灘店

兵庫県神戸市灘区篠原南町6-1-1

コープミニ摩耶

兵庫県神戸市灘区上野通2-4-10

コープ篠原

兵庫県神戸市灘区篠原北町2-2-14

コープ鶴甲

兵庫県神戸市灘区鶴甲4-7-2

マルキーズキムラヤ

兵庫県神戸市灘区水道筋3-4-1

パティスリー ミュウミュウ

兵庫県神戸市灘区岸地通1-8-7

LifestyleShop Sowelu（ライフスタイルショップ ソエル）

兵庫県神戸市灘区水道筋6-1-3

エコリング 神戸店

兵庫県神戸市灘区水道筋6-5-2 稗田ハイム1F

Cafe de 佛蘭西（フランス）

兵庫県神戸市灘区天城通8-5-11

MC collection（コレクション）

兵庫県神戸市灘区城内通5-4-11

イタリア食堂 Yamamoto

兵庫県神戸市灘区岩屋中町4-3-18

サツマ薬局 HAT神戸店

兵庫県神戸市灘区摩耶海岸通2-3-3-104

炭火やきとり トリのすけ 六甲道店

兵庫県神戸市灘区森後町3-5-44 エムズスペース1F

コーヒーハウス レガート

兵庫県神戸市灘区日尾町3-1-6

モードK's

兵庫県神戸市灘区備後町5-3-1

hearing-stone癒石

兵庫県神戸市灘区備後町3-1-17

神戸市灘区

3F

神戸市中央区
神戸YMCAファミリーウエルネスセンター

兵庫県神戸市中央区脇浜町2-10-21

テニススクール・ノア HAT神戸校

兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通2-2-3 3F

HAT神戸薬局

兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通2-3-5 サンシティタワー神戸1F

ライフ 春日野道店

兵庫県神戸市中央区北本町通1-23

コープミニ春日野道

兵庫県神戸市中央区東雲通1-6-10

コープミニ青谷

兵庫県神戸市中央区中島通2-1-14

コープミニ熊内

兵庫県神戸市中央区熊内町3-6-8

神戸クアハウス

兵庫県神戸市中央区二宮町3-10-15

タワーレコード神戸店

兵庫県神戸市中央区雲井通7-1-1

ミント神戸6F

ＯＳシネマズ ミント神戸

兵庫県神戸市中央区雲井通7-1-1

ミント神戸9Ｆ

カフェ サンタマリア三宮店

兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町5-1-301

ジュンク堂書店 三宮駅前店

兵庫県神戸市中央区雲井通6-1-15 サンシティビル7F・8Ｆ

東横イン 神戸三宮Ⅱ

兵庫県神戸市中央区雲井通5-2-2

アガーラ三宮

兵庫県神戸市中央区旭通4-1-4 シティタワープラザ3F

ヴィラフォンテーヌ神戸三宮

兵庫県神戸市中央区旭通4-1-4 シティタワープラザ5F

サンサイドホテル

兵庫県神戸市中央区雲井通4-1-3

ザビー神戸

兵庫県神戸市中央区下山手通2-11-5

LeLien Wine&Flower(ルリアンワインアンドフラワー）

兵庫県神戸市中央区加納町4-7-11 パレ･ド･北野坂1F

ジュンク堂書店 神戸さんちか店

兵庫県神戸市中央区三宮町1-10-1 さんちか三番街

ホテル1・2・3神戸

兵庫県神戸市中央区磯上通4-1-12

神戸三宮ユニオンホテル

兵庫県神戸市中央区御幸通2-1-10

ダイワロイネットホテル神戸三宮

兵庫県神戸市中央区御幸通5-1-6

ブランジェリー コム・シノワ

兵庫県神戸市中央区御幸通7-1-15 三宮ビル南館 B1F

サンマルクカフェ神戸さんちか店

兵庫県神戸市中央区三宮町1-10-1 さんちか三番街

紀伊國屋書店 神戸店

兵庫県神戸市中央区小野柄通8-1-8 そごう神戸店 新館5F

マザームーンカフェ 国際会館店

兵庫県神戸市中央区御幸通8-1-6 神戸国際会館B2F

The House MUSICA 神戸店

兵庫県神戸市中央区三宮町3-9-2

ムーフルカフェ シュエットラパン

兵庫県神戸市中央区山本通2-13-14 FIXビル213 1F

北野工房のまち

兵庫県神戸市中央区中山手通3-17-1

コープ山手

兵庫県神戸市中央区中山手通4-10-32

カーブス神戸元町

兵庫県神戸市中央区北長狭通3-7-7 中西ビル2F

エコリング 元町駅前店

兵庫県神戸市中央区北長狭通3-6-4 SKビル1Ｆ

パティスリー モンプリュ

兵庫県神戸市中央区海岸通3-1-17

KOBEBEEF RED ONE（レッドワン）

兵庫県神戸市中央区元町通1-10-4 原田ビル2F

ナチュラルハウス神戸店

兵庫県神戸市中央区元町通2-7-7

スマイルホテル神戸元町

兵庫県神戸市中央区元町通2-5-8

クラシックサロン・アマデウス

兵庫県神戸市中央区元町通5-4-8 三木ビル地下

神戸赤身ステーキ専門 セギュール

兵庫県神戸市中央区元町通5-2-16 ヒルハウス元町1F

ボディリラックス ゆみん

兵庫県神戸市中央区元町通4-6-6 元町商店街内

神戸市立中央図書館

兵庫県神戸市中央区楠町7-2-1

サツマ薬局総本店

兵庫県神戸市中央区北長狭通7-3-10

神戸商工会議所 中央支部

兵庫県神戸市中央区東川崎町1-8-4 神戸市産業振興センター1F

神戸ハーバーランド 温泉万葉倶楽部

兵庫県神戸市中央区東川崎町1-8-1

神戸ハーバーランド スペースシアター

兵庫県神戸市中央区東川崎町1-3-3 神戸ハーバーランドセンタービル B1F

神戸ハーバーランド ハーバーセンター

兵庫県神戸市中央区東川崎町1-3-3 神戸ハーバーランドセンタービル B1F

神戸煉瓦倉庫

兵庫県神戸市中央区東川崎町1-5-5

神戸ハーバーランド MOSAIC

兵庫県神戸市中央区東川崎町1-6-1 umieMOSAIC2F

リアルダイニングカフェ

兵庫県神戸市中央区東川崎町1-6-1 umieMOSAIC2F

神戸ハーバーランド 総合インフォメーション

兵庫県神戸市中央区東川崎町1-2-3 デュオこうべB1F

ライフ 神戸駅前店

兵庫県神戸市中央区中町通3-2-15

神戸ポートタワーホテル

兵庫県神戸市中央区波止場町6-1

神戸ポートタワー

兵庫県神戸市中央区波止場町5-5

神戸海洋博物館 カワサキワールド

兵庫県神戸市中央区波止場町2-2

フタツカ薬局 中央市民病院前

兵庫県神戸市中央区港島南町2-1-11 市民病院前ビル1階103号

本家かまどや ポートアイランド店

兵庫県神戸市中央区港島中町3-1-2 16番 東急ポートアベニュー1F

ほっかほっか亭 ポートアイランド店

兵庫県神戸市中央区港島6-6-1

ナショナル整体院

兵庫県神戸市中央区相生町4-4-4 101

TAKAZEN 神戸店

兵庫県神戸市中央区北長狭通3-1-15 トアロードスクエアビルB1F

宮野医療器（株） 健康ショップ モイヤン 1F

兵庫県神戸市中央区楠町5-4-8

田村整骨院

兵庫県神戸市中央区熊内橋6-1-8

Ｂ－ＷＡＶＥ

兵庫県神戸市中央区三宮町1-10-1 神戸交通センタービル1Ｆ

Ｒｉｐｐｌｅ

兵庫県神戸市中央区下山手通3-1-17 神戸マリンビル1Ｆ

habit trois＋（アビトロワ）

兵庫県神戸市中央区下山手通3-11-16

元町映画館

兵庫県神戸市中央区元町通4-1-12

VENT-CLOUD KOBE

兵庫県神戸市中央区 北長狭通3-3-5 泰隆ビル3F

ヒューマンアカデミー 三宮駅前校

兵庫県神戸市中央区三宮町1-9-1 三宮センタープラザ5F

ナポリの窯 神戸中央店

兵庫県神戸市中央区生田町4-6-9 ハイネス生田1F

尼崎市
コープ園田

兵庫県尼崎市東園田町4-104-１

コープ尼崎近松

兵庫県尼崎市上坂部3-11-1

コープ尼崎名神

兵庫県尼崎市名神町2-4-1

コープ立花

兵庫県尼崎市立花町1-15-20

エコリング 尼崎店

兵庫県尼崎市南武庫之荘1-15-5 パレス武庫之荘1F

コープ武庫之荘

兵庫県尼崎市武庫之荘1-36-13

コープ塚口

兵庫県尼崎市塚口町1-16-1

コープつかしん

兵庫県尼崎市塚口本町4-8-1 グンゼタウンセンターつかしん ひがしまち南館1F

シーホースインドアテニススクール宝塚

兵庫県宝塚市金井町1-18

コープ安倉

兵庫県宝塚市安倉南4-38-1

パティスリーミエル

兵庫県宝塚市安倉中3-11-12

コープ山本

兵庫県宝塚市山本東2-6-9

コープ中山台

兵庫県宝塚市中山桜台2-2-2

コープめふ

兵庫県宝塚市売布2-5-1 ピピアめふ内

ドコモショップ宝塚店

兵庫県宝塚市旭町3-22-9

ティップネス 宝塚店

兵庫県宝塚市栄町1-8-26

コープ宝塚

兵庫県宝塚市中州1-1-1 アピアきた内

KOHYO逆瀬川店

兵庫県宝塚市逆瀬川1-2-1 アピア1-B1

キャップ書店 逆瀬川店

兵庫県宝塚市逆瀬川1-2-1 アピア1-1F

グルメシティ 小林店

兵庫県宝塚市福井町32-28

業務スーパー宝塚仁川店

兵庫県宝塚市大吹町1-1

コープ仁川

兵庫県宝塚市仁川北2-7-1 さらら仁川南館

KOHYO川西店

兵庫県川西市小花1-1-10 E101

コープうねの

兵庫県川西市大和西1-64-1

黒川駅

兵庫県川西市黒川奥滝谷16-2
伊丹市

阪神調剤薬局 伊丹店

兵庫県伊丹市車塚2-25

コープ伊丹

兵庫県伊丹市平松5-1-31

コメダ珈琲店 イオンモール伊丹店

兵庫県伊丹市藤ノ木1-1-1 イオンモール伊丹2F

コープ行基

兵庫県伊丹市行基町1-16-1

MIYABI cafe＆Boulangerie

兵庫県伊丹市中野東1-265

宝塚市

川西市

