LIFE PLUS
№

設置店

店名

住所

1

Living café

兵庫県西宮市笠屋町5-10

2

富士スーパー

兵庫県西宮市笠屋町21－3

3

マルゼン西宮上田店

兵庫県西宮市上田中町18-43

4

コープ武庫川

兵庫県西宮市高須町1-1-2-101

5

マックスバリュ西宮上田店

兵庫県西宮市上田東町10-27

6

熊野の郷

兵庫県西宮市鳴尾浜1丁目1－3

7

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

8

すし処函館市場

兵庫県西宮市上田西町2-9

9

ライフ

西宮鳴尾店

兵庫県西宮市甲子園九番町11－62

浜甲子園店

10 クア武庫川

兵庫県西宮市笠屋町3－10

11 トライアル武庫川店

兵庫県西宮市池開町2-28

12 阪神調剤薬局

武庫川店

兵庫県西宮市池開町3－20

13 阪神調剤薬局

武庫川駅前店

兵庫県西宮市武庫川町2－19

メイマネジメントビルディング101
PIビル1－A

14 コープ大庄

兵庫県尼崎市大庄西町3-10-1

15 コープ西宮東

兵庫県西宮市小松北町1-6-44

16 ライフォート甲子園店

兵庫県西宮市花園町11-21

17 KOHYO甲子園

兵庫県西宮市甲子園三番町10-41

18 エコリング

兵庫県西宮市上甲子園1-1-11

西宮店

上甲子園ハイツ1F

19 ドコモショップ上甲子園店

兵庫県西宮市甲子園口5-16-14

20 リップカレント

兵庫県西宮市甲子園口3丁目4－35－105

21 Coffee＆Sandwich YONE

兵庫県西宮市田代町1-9

22 エコリング

兵庫県西宮市深津町3-25-1Ｆ

西宮北口店

23 古本2階洞

兵庫県西宮市北口町1-2

兵庫県西宮市北口町1-2-136

24 コープ北口食彩館
25 アルバータ

アクタ西宮

アルバータ

アクタ西宮

兵庫県西宮市北口町1-1

兵庫県西宮市甲風園1-5-15

27 グローバル

兵庫県西宮市甲風園1-1-13

コミュニイティ株式会社

28 コナミスポーツクラブ
29 アオバ薬局

本店西宮アネックス

フレンテ西宮店

2Ｆ

兵庫県西宮市森下町10-21

兵庫県西宮市池田町11-1

フレンテ西宮B1

兵庫県西宮市池田町11-1

31 コープ西宮
32 アカシヤ

西館1Ｆ

兵庫県西宮市津門大塚町3-20

今津店

30 ライフォート

東館1Ｆ

アクタ西宮東館

アクタ西宮

26 アイメディカル西宮

エトワール甲子園口

JR西宮駅前店

兵庫県西宮市西福町2-24

33 kirari西宮店

兵庫県西宮市田中町5-10

34 Quadrifoglio

兵庫県西宮市戸田町1-12

35 餃子の王将

阪神西宮店

兵庫県西宮市戸田町6-26
兵庫県西宮市津門呉羽町2－45

36 マルゼン今津店
37 食品館アプロ

NSビル3F

西宮今津店

兵庫県西宮市津門稲荷町14-5

38 西宮協立脳神経外科病院

兵庫県西宮市今津山中町11－1

39 TSUTAYA 阪神甲子園店

兵庫県西宮市甲子園六番町16-13

40 旭屋書店

兵庫県西宮市甲子園八番町1-100

ららぽーと甲子園店

41 ソフトバンク

ららぽーと甲子園

兵庫県西宮市甲子園八番町1-100

42 Photo efy 甲子園店

兵庫県西宮市今津巽町4-31

43 コープ西宮南

兵庫県西宮市今津社前町8-10

44 えびすの湯
45 山陽マルナカ

兵庫県西宮市今津出在家町7-40

一休

兵庫県西宮市浜松原町21-1

西宮店

46 Kobe Gokigen Kitchen

手作り弁当

兵庫県西宮市西宮浜4丁目14－2

47 西宮市貝類館

兵庫県西宮市西宮浜4丁目13-4

48 コープマリナパーク

兵庫県西宮市西宮浜4-14-1

49 フリアンディーズ

兵庫県西宮市西宮浜4-16-1-1Ｆ

50 ドコモショップ西宮鞍掛店

兵庫県西宮市鞍掛町6-10

51 マックスバリュ西宮浜町店

兵庫県西宮市浜町3-10

52 東鶴マーケットスクエア

兵庫県西宮市浜町10-11

53 ポートウェーブ西宮

兵庫県西宮市建石町1-6

ららぽーと甲子園2F

54 香枦園テニスクラブ

兵庫県西宮市大浜町2-48

55 コープ打出浜

兵庫県芦屋市大東町9-11

56 コープ浜芦屋

兵庫県芦屋市呉川町16-22

57 スーパーストアおだ潮見店

兵庫県芦屋市潮見町7-10

58 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

59 アシーネ芦屋浜店

兵庫県芦屋市高浜町6-1 グルメシティ芦屋浜店3Ｆ

60 アクトス芦屋リゾート

兵庫県芦屋市海洋町10－3

61 ライフォート打出店

兵庫県芦屋市南宮町11-1

62 エコリング芦屋店

兵庫県芦屋市南宮町2-20

63 くる美化粧品店

兵庫県西宮市川東町4-2

64 コープ香櫨園

兵庫県西宮市川東町4-4

65 BEANS

兵庫県西宮市川西町2-35

66 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

67 KOSHOクリニック

兵庫県西宮市羽衣町5-13

68 コープ夙川

兵庫県西宮市若松町4-1

69 ココカラファイン西田店

兵庫県西宮市西田町1-6

70 デン・プラスエッグ

兵庫県西宮市北名次町11-3-101

71 コープ甲陽園

兵庫県西宮市新甲陽町4-5

72 千種書房

兵庫県西宮市南越木岩町10-7

苦楽園店

セントリバーガーデンB1F
夙川グリ-ンタウン303-A2
ワジュ-ル夙川ビル1F・2F

兵庫県西宮市石刎町4-1

73 Prim rose Hill
74 エコリング

兵庫県西宮市南越木岩町15-7

夙川店

ラ・クーナ1F

75 コープ苦楽園

兵庫県西宮市樋之池町6-17

76 岩園薬局

兵庫県芦屋市岩園町23－3

77 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

78 芦屋ナチュラリズム

兵庫県芦屋市東山町6-6

79 ロイヤル芦屋

兵庫県芦屋市翠ヶ丘町19-8

80 エコリング

翠ヶ丘
ラポルテ芦屋店

ハッピーコート1F

兵庫県芦屋市大原町9-2-127

81 コープデイズ芦屋店

兵庫県芦屋市大原町9-1-304

82 大利昭文堂

兵庫県芦屋市月若町8-1

83 博多ラーメンげんこつ

芦屋店

ラポルテ東館1F

兵庫県芦屋市清水町4-3

84 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

85 TSUTAYA夙川店

兵庫県西宮市郷免町4-22

86 髪結倶楽部ギャルソン

兵庫県芦屋市茶屋之町10－5

87 トータルボディケア芦屋

兵庫県芦屋市精道町4-14

88 ワインガーデン・リブゴージュ

兵庫県芦屋市公光町4-18

89 スーパーストア

兵庫県芦屋市浜芦屋町1-3

おだ本店

90 コープ尼崎名神

兵庫県尼崎市名神町2-4-1

91 コープ立花

兵庫県尼崎市立花町1-15-20

92 阪急OASIS

立花店

兵庫県尼崎市立花町1-20-40

93 エコリング

尼崎店

兵庫県尼崎市南武庫之荘1-15-5

94 コープ武庫之荘

兵庫県尼崎市武庫之荘1-36-13

95 コープ塚口

兵庫県尼崎市塚口町1-16-1

96 コープ尼崎近松

兵庫県尼崎市上坂部3-11-1

97 コープ園田

兵庫県尼崎市東園田町4-104-１

98 コープつかしん

兵庫県尼崎市塚口本町4-8-1

99 コープ伊丹

兵庫県伊丹市平松5-1-31

100 スーパーニッコー

兵庫県伊丹市宮ノ前2-1-3

101 業務スーパー 伊丹市役所前店

兵庫県伊丹市昆陽1-1-7

102 スーパーオオジ

兵庫県伊丹市昆陽南5丁目4-13

伊丹店

パレス武庫之荘1F

伊丹みやのまち4号館1F

兵庫県伊丹市野間8-5-26

103 コープ野間
104 阪神調剤薬局

伊丹店

兵庫県伊丹市車塚2-25

105 コープ安倉

兵庫県宝塚市安倉南4-38-1

106 KOHYO川西店

兵庫県川西市小花1-1-10

107 阪急OASIS

兵庫県川西市清和台東3-1-8

清和台店

108 マルゼン山下店

兵庫県川西市見野3-7-4

ガーデンモール清和台1F

109 リサイクルショップドリーム荒牧店

兵庫県伊丹市荒牧5-3-7

110 コープ中山台

兵庫県宝塚市中山桜台2-2-2

111 コープめふ

兵庫県宝塚市売布2-5-1

112 阪急OASIS

宝塚店

兵庫県宝塚市鶴の荘1-1

113 ドコモショップ宝塚店

兵庫県宝塚市旭町3-22-9

114 ティップネス

兵庫県宝塚市栄町1丁目8-26

宝塚店

115 KOHYO逆瀬川店

兵庫県宝塚市逆瀬川1-2-1-Ｂ1

116 キャップ書店

逆瀬川店

兵庫県宝塚市逆瀬川1丁目2－1-1Ｆ

117 グルメシティ

小林店

兵庫県宝塚市福井町32-28

118 業務スーパー宝塚仁川店

兵庫県宝塚市大吹町1－1

119 コープ仁川

兵庫県宝塚市仁川北2-7-1

120 阪急OASIS

仁川店

兵庫県宝塚市仁川北3-7-20-102

121 KOHYO甲東園店

兵庫県西宮市甲東園3-2-29

122 WAVE西宮店

兵庫県西宮市段上町2-1-3

123 ココカラファイン段上店

兵庫県西宮市段上町1-16-18

124 コープ甲東園

兵庫県西宮市上大市3-4-1

125 axt

門戸店

126 古本市場

兵庫県西宮市林田町10-10
兵庫県西宮市門前町5－18

西宮店

兵庫県西宮市高木東町23-11

127 ONE WASH
128 ほっかほっか亭

深江大橋店

兵庫県神戸市東灘区深江南町4-13-20

129 TSUTAYA阪神深江駅前店

兵庫県神戸市東灘区深江本町3-4-25

130 コープ深江

兵庫県神戸市東灘区深江北町3-9-15

131 Kid's US.LAND
132 エコリング

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

兵庫県神戸市東灘区森南町1-6-11

東灘店

133 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

134 阪急OASIS

兵庫県神戸市東灘区本山南町3-2-1

135 ダイエー

本山南店

兵庫県神戸市東灘区本山南町8-7-18

甲南店

136 扇文堂書店

兵庫県神戸市東灘区青木6丁目6-16-105

137 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

138 トーホーストア

兵庫県神戸市東灘区魚崎南町4-2-18

魚崎南店

139 アップルランド

兵庫県神戸市東灘区甲南町2-1-20

140 コープリビング甲南

兵庫県神戸市東灘区甲南町2-1-20

141 コープ甲南

兵庫県神戸市東灘区甲南町3-1-18

142 ラトリエ

ドゥ

兵庫県神戸市東灘区岡本4-4-7

マッサ

143 西岡本薬局

兵庫県神戸市東灘区岡本2丁目7－13

144 グルメシティ本山店

兵庫県神戸市東灘区岡本1-9-6

145 コープ岡本

兵庫県神戸市東灘区岡本1-14-2

146 共栄薬局

兵庫県神戸市東灘区田中町1-13-22

147 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

148 KOBE GROCRS

兵庫県神戸市東灘区向洋町中5-15

149 イル・アルティスタ

兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9

150 ベストスクエアーフード

パントリー六甲アイランド

アーバンライフ106

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

151 神戸ファッションプラザ

兵庫県神戸市東灘区向洋町中2-9-2

152 マリン薬局

兵庫県神戸市東灘区向洋町中2－10

六甲アイランド店

六甲アイランドビル2Ｆ

153 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丁目14－105

154 阪神調剤薬局

兵庫県神戸市東灘区御影中町1-7-20

御影店

155 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

156 阪神調剤薬局

兵庫県神戸市東灘区御影本町4丁目9-17

みかげ南店

157 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

158 パン工房

兵庫県神戸市東灘区御影本町4丁目12-28

Masuya

159 本家かまどや

阪神御影店

160 東急スポーツオアシス

住吉店

兵庫県神戸市東灘区御影本町2丁目17-3-101
兵庫県神戸市東灘区住吉本町1-1-2

161 シーア

兵庫県神戸市東灘区住吉本町1-2-1

162 阪神調剤薬局住吉川店

兵庫県神戸市東灘区住吉本町3丁目4-15-1F-2

163 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

兵庫県神戸市灘区森後町3-5-38

164 コープ六甲
165 食の工房

兵庫県神戸市灘区森後町3丁目3番7-101号

みやまえ

166 グルメシティ六甲道店

兵庫県神戸市灘区深田町4-1-39

167 エコリング

兵庫県神戸市灘区深田町3丁目1-15

六甲道店

168 オレンジ・スリフティ

兵庫県神戸市灘区永手町3-1-208

169 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

170 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

171 本家かまどや新庄家店

兵庫県神戸市灘区浜田町3-5-12

172 サザンモール六甲

兵庫県神戸市灘区新在家南町1-2-1

173 Leaf Tea Café HIKAR

兵庫県神戸市灘区新在家南町1-2-1

174 マジックパン

兵庫県神戸市灘区篠原南町6-1-1

灘店

175 コープ篠原

兵庫県神戸市灘区篠原北町2-2-14

176 LifestyleShop Sowelu

兵庫県神戸市灘区水道筋6-1-3

177 エコリング

兵庫県神戸市灘区水道筋6-5-2

神戸店

ライオンズマンション六甲道第3 1階

ウェルブ六甲道5番街1番館3F

稗田ハイム1F

178 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

179 サツマ薬局

兵庫県神戸市灘区摩耶海岸通2-3-3-104

HAT神戸店

180 テニススクール・ノア
181 ライフ

HAT神戸校

兵庫県神戸市中央区北本町通1-23

春日野道店

182 リバース

兵庫県神戸市中央区筒井町3-17-9

春日野道店

183 阪神調剤薬局

兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通2-2-3-3F

アーバンホワイト1F

兵庫県神戸市中央区上筒井通5-1-8

灘東店

184 サーティーサード珈琲

兵庫県神戸市中央区布引町2-2-10

185 アガーラ三宮

兵庫県神戸市中央区旭通4-1-4

186 ぶどうの木しゅどう内科循環器科クリニック

兵庫県神戸市中央区磯上通3-2-2

エイジングコート1Ｆ

187 ほけんおたすけ隊

兵庫県神戸市中央区三宮町1-3-5

BONビル1F

三宮中央通り店

モンラヴィ新神戸

シティタワープラザ3F

188 コープ山手

兵庫県神戸市中央区中山手通4-10-32

189 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

190 中村薬局

兵庫県神戸市中央区元町通5-7-26

191 本家かまどや 下山手店

兵庫県神戸市中央区下山手通7-10-6

192 ライフ

兵庫県神戸市中央区中町通3-2-15

神戸駅前店

193 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

194 チャイルド・ケモ・クリニック

兵庫県神戸市中央区港島中町8-5-3

195 神戸すてーき桜井

兵庫県神戸市中央区港島中町6-14 ポートピアプラザH-101

196 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丁目1-2

197 ほっかほっか亭

兵庫県神戸市中央区港島6-6-1

ポートアイランド店

198 未来屋書店

南千里店

大阪府吹田市千里山西6-56-1

199 阪急OASIS

南千里店

大阪府吹田市津雲台1-1-30

阪急南千里駅前トナリエ1Ｆ

200 ＫＩＮＯＳＨＩＴＡ

大阪府吹田市津雲台1-1-30

阪急南千里駅前トナリエ1Ｆ

201 スーパーマーケットサンマルク

大阪府吹田市佐竹台2丁目5-13

202 竹見台マーケット

大阪府吹田市竹見台3-6-6

203 阪急OASIS

大阪府吹田市桃山台5-2-2

桃山台店

大阪府豊中市新千里南町3-1-14

204 アビアント
205 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

206 TSUTAYA 上新田店

大阪府豊中市上新田4-29-13

207 千里スイミングクラブ

大阪府豊中市上新田4丁目7-7

208 Inforestすいた

大阪府吹田市千里万博公園2-1

209 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

210 カーブス吹田山田

大阪府吹田市山田南22-5 SYCビル2F

211 イズミヤ

大阪府吹田市山田南1-1

千里丘店

212 バーミヤン

千里丘店

大阪府吹田市山田南1-1

213 株式会社ヴィレッジ

大阪府吹田市岸部南2－21－29

214 シティクリエイト

大阪府吹田市吹東町67-2

215 CRISAN FIUME

大阪府吹田市寿町1-1-1

216 HAPPY＆SMILE

大阪府吹田市昭和町10-20

217 メロード吹田

大阪府吹田市片山町1-2

218 ハルヤ書店

大阪府吹田市片山町1-5-10

219 スシロー南吹田店

大阪府吹田市穂波町21-15

220 本家かまどや南吹田店

大阪府吹田市穂波町25-1

221 ザめしや

大阪府吹田市穂波町3-27

吹田穂波店

222 クローバーハウス

大阪府吹田市金田町5-19

223 生活食品館

大阪府吹田市垂水町2-4-37

シンコー

224 パインズハート

大阪府吹田市垂水町1-40-5

225 フレスコ江坂店

大阪府吹田市江坂町1-14-29

226 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

227 グルメシティ公園前店

大阪府吹田市江坂町1-18-10

228 江坂図書館

大阪府吹田市江坂町1-19-1

229 東急スポーツオアシス

江坂店

GP・GATE江坂１F

大阪府吹田市江坂町1-22-12

230 リブロ江坂店

大阪府吹田市豊津町9-1

231 ダイエー

大阪府吹田市豊津町10-7

江坂駅前店

マンションアルブル104号

パシフィックマークス江坂2F

232 KOHYO江坂店

大阪府吹田市江の木町1-30

233 天下一品

大阪府吹田市江の木町8-27-103

234 王将

江坂店

大阪府吹田市豊津町17-13

江坂店

235 ほっかほっか亭

大阪府豊中市浜1-30-1

豊中浜店

236 アカシヤ

豊中浜店

大阪府豊中市浜1-28-28

237 キリン堂

おぞね店

大阪府豊中市北条町1-22-4

緑地公園店

大阪府豊中市寺内2-2-22

服部緑地店

大阪府豊中市東寺内町11-23

238 ラ・クール
239 阪急OASIS
240 葉山珈琲

シャトーエデン1F

大阪府吹田市千里山西1-40-13

千里山店

千里山駅前ﾋﾞﾙ1F

241 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

242 ルイ・ラ・パレ

大阪府吹田市千里山西1-41-18

243 VOLCANO

大阪府吹田市千里山東1-10-1

244 関西スーパー佐井寺店

大阪府吹田市佐井寺南が丘17-1

245 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

246 TOUTOU VIVANT

大阪府吹田市佐井寺3-12-22

247 TSUTAYA いのこ谷店

大阪府吹田市山田西1-14-1

248 まねき屋

大阪府吹田市山田西1-13-1

亥子谷店

249 本家かまどや

大阪府吹田市岸部北5-44-15

亥子谷店

250 ひだまり整骨院吹田院

大阪府吹田市五月が丘東13-18

251 Ceres 山田店

大阪府吹田市山田東2-24-9

252 エコリング吹田店

大阪府吹田市山田西3-57-20
大阪府吹田市山田西4-1-2

253 KOHYO山田店
254 スポーツ

オーソリティ

デュー阪急山田店

第二誠和ビル105

シャルム88-103号
ピアパレス王子1F
デュー阪急山田1Ｆ

大阪府吹田市山田西4-1-2-301

255 Mille Village

大阪府吹田市千里万博公園14-13

256 ブックマーケット吹田店

大阪府吹田市山田北14-1

バロン101

257 おゆば

大阪府吹田市千里万博公園１１－１１
大阪府豊中市新千里東町1-5-2

セルシー2・3Ｆ

259 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B1

260 たよし

大阪府豊中市新千里東町1-3-61

261 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B1F

262 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

263 ヤマダ電機

大阪府豊中市新千里東町1-2-20

258 スポーツクラブルネサンス

千里中央

LABI千里

264 MAMA’S CHINGUチング

大阪府豊中市新千里東町1-2-20

LABI千里4Ｆ

265 中華飲茶バイキング

大阪府豊中市新千里東町1-2-20

ヤマダ電機ＬＡＢＩ千里4Ｆ

TENTEN

266 笹部書店

大阪府豊中市新千里西町3-2-3

267 石川書店

大阪府豊中市新千里北町2丁目20-6

268 エリート

大阪府豊中市新千里北町2-20-1

269 阪急OASIS

北千里店

270 コナミスポーツ
271 食品館アプロ
272 コノミヤ
273 博文堂書店

北千里
箕面店

箕面店
箕面あお店

大阪府吹田市古江台4-119-6
大阪府吹田市古江台4-2-50

北千里サティ7Ｆ

大阪府箕面市粟生間谷東1-34-5
大阪府箕面市粟生間谷西2-6-3
大阪府箕面市粟生間谷西2-6-2-107

274 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

275 ピース

大阪府箕面市外院3-2-17

276 マックスバリュ箕面外院店

大阪府箕面市石丸2-10-70

277 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

278 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

大阪府箕面市坊島4－1－24

みのおキューズモールWEST2F

279 特定非営利活動法人

市民フォーラムみのお

大阪府箕面市西宿1-12-8

280 マジックミシン

みのおキューズモールEAST1Ｆ

281 Photo efy

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

282 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

大阪府箕面市西宿1-13-10

みのおキューズモールEAST2F

283 クラスハート

トーカイ

みのおキューズモール店

284 フレッシュフーズKIKUYA

大阪府箕面市如意谷2丁目8-32

285 ほけんチェック

大阪府箕面市箕面6-3-1-113

286 響建築株式会社

大阪府箕面市箕面6-4-3

287 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

288 KOHYO箕面店

大阪府箕面市箕面6-5-21

289 ドコモショップ箕面店

大阪府箕面市西小路3-16-3

290 TSUTAYA 箕面牧落店

大阪府箕面市桜1-1-1

291 北乃屋

大阪府箕面市桜5-13-11

箕面店

292 ライフ箕面店

大阪府箕面市稲1-10-13-2

293 エコリング箕面店

大阪府箕面市牧落3-13-33

294 ジャイアントストア大阪

大阪府箕面市稲1-3-18

295 リサイクルショップ

大阪府箕面市牧落5丁目3-2

296 かっぱ寿司

ドリーム箕面店

大阪府箕面市桜井3-8-9

箕面店

大阪府箕面市半町3-15-10

297 フレスコ桜井店
298 ソフトバンク

大阪府池田市鉢塚2-9-1

池田店

299 エコリング池田店

大阪府池田市菅原町6-11

300 食品館アプロ

大阪府池田市石橋1-15-11

石橋店

301 フードネットマート桜の町

大阪府豊中市桜の町3-5-8

302 大垣書店

大阪府豊中市緑丘4丁目1-3

303 ソフトバンク
304 阪急OASIS

イオンタウン豊中緑丘店

豊中少路店

イオン豊中緑丘ショッピングセンター2F

大阪府豊中市緑丘4-1-1
大阪府豊中市少路2-4-8

305 コスパ豊中小路店

大阪府豊中市少路1-9-20

306 ロッソ

大阪府豊中市桜の町6丁目18-30

豊中ロマンチック街道店

大阪府箕面市稲6-7-20

307 夢一喜
308 箕面湯元

大阪府箕面市船場東3-13-11

水春

ビーバーワールド2Ｆ

309 コープ東豊中店

大阪府豊中市東豊中町4丁目3番13号

310 フレスコ熊野店

大阪府豊中市熊野町4-23-2

311 阪急OASIS

大阪府豊中市夕日丘1-1-5

夕日丘店

312 ライフスポーツＫＴＶ豊中

大阪府豊中市夕日丘1-1-5

313 フードショップ青葉

大阪府豊中市夕日丘1-13-9

314 シャトレーゼ

夕日丘店

豊中店

大阪府豊中市上野東1-4-6

315 昌文堂書店

大阪府豊中市本町6-8-2

316 エコリング豊中店

大阪府豊中市本町7丁目1-33

317 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

318 すみれ書店豊中店

大阪府豊中市玉井町1-1-1

エトレ豊中311

319 １００円ショップシルク 豊中本町店

大阪府豊中市本町3-1-58

320 シェフカワカミ

大阪府豊中市千里園2-2-45

豊中店

321 フードネットマート蛍池店

大阪府豊中市蛍池中町2丁目4-17

322 ソフトバンク

大阪府豊中市蛍池東町2-2-18

323 餃子の王将

蛍池店
空港線豊中店

大阪府豊中市山ノ上町9-15

桜塚店

味道館

大阪府豊中市中桜塚2丁目27-8

325 シェフカワカミ

桜塚店

大阪府豊中市南桜塚3-6-27

324 サボイ

326 エコリング曽根店

大阪府豊中市長興寺南1-3-1

327 ARIKA

大阪府豊中市曽根東町2-3-16

328 ふるさと広場

曽根店

大阪府豊中市曽根東町1-10-24

329 KOHYO阪急曽根店

大阪府豊中市曽根東町3丁目3番地1号

330 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

331 露天風呂

大阪府豊中市曽根東町6-7-15

たこ湯

332 ほっかほっか亭

服部店

大阪府豊中市服部本町2-2-3

333 豊南市場

大阪府豊中市庄内東町1-7-19

334 大阪脳神経外科

大阪府豊中市庄内宝町2-6-23

335 阪神調剤薬局

茨木店

大阪府茨木市清水1-34-3

336 北大阪警察病院

大阪府茨木市室山1-2-2

337 ニッコー安威店

大阪府茨木市南安威2-5-37

338 珈琲館 アルプラザ茨木店

大阪府茨木市上郡2-12-8

339 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

340 ゴウダC&E

大阪府茨木市上郡2-13-14

341 餃子の王将

茨木松ヶ本店

アルプラザ茨木2F

大阪府茨木市松ヶ本町7-31

342 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

343 コナミスポーツクラブ茨木

大阪府茨木市下穂積1-7-5

344 近畿大阪銀行千里丘駅前支店

大阪府摂津市千里丘1-8-8

345 餃子の王将

大阪府摂津市千里丘3丁目16-3

千里丘店

マイカル茨木別棟

346 マルヤスJR千里丘店

大阪府摂津市千里丘1-12-27

347 Soie

大阪府茨木市春日2-2-3

348 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

349 済生会茨木病院

大阪府茨木市見付山2-1-45

350 アピス薬局花園店

大阪府茨木市花園2-2-22

351 ソフトバンク

大阪府茨木市東太田1-6-64

摂津富田店

352 ブックマート茨木店

大阪府茨木市東太田1-5-40

353 マルヤス宮田店

大阪府高槻市宮田町1丁目26－3
大阪府高槻市富田丘町2-2

354 JOYFIT摂津富田
355 ほっかほっか亭

JR摂津富田駅前店

ステーシア高槻1Ｆ

大阪府高槻市大畑町1-2

356 ABC薬局 冨田店

大阪府高槻市大畑町3-2

357 スーパーフレスコ今城店

大阪府高槻市今城町17-1

358 餃子の王将 国道高槻店

大阪府高槻市川西町1-21-4

359 阪急OASIS

大阪府高槻市川西町1-35

高槻川西店

360 プランテリア ランド

大阪府高槻市清福寺890

361 函館市場

大阪府高槻市群家新町42-10

高槻店

362 本家かまどや塚原店

大阪府高槻市塚原1-1-1

363 ミートモリタ屋

大阪府高槻市南平台3丁目27-10

南平台店

364 フードネットマート高槻店

大阪府高槻市大蔵司3-14-4

365 清水屋酒店

大阪府高槻市宮之川原元町12-15

366 ほっかほか弁当

緑ヶ丘店

大阪府高槻市緑ヶ丘3丁目10-2

367 ミートモリタ屋

聖ヶ丘店

大阪府高槻市寺谷町29-11

368 こだま鼻咽喉科

大阪府高槻市西真上1－32-12

369 TSUTAYA高槻店

大阪府高槻市芥川町1-1-10

370 花の会・こすもす

大阪府高槻市芥川町2-8-22

371 和ダイニング

大阪府高槻市芥川町1丁目10-30

四季彩々

372 長谷川書店本店

大阪府高槻市芥川町1-7-27

373 大垣書店

大阪府高槻市芥川町1-2

高槻店

レジデンス西真上1Ｆ

アクトアモ-レ1F

374 プカプカ

大阪府高槻市芥川町2-10-11-2F

375 チューリップ

大阪府高槻市芥川町2-12-23

376 アロマショップHOOO

大阪府高槻市芥川町2-1-7

377 西武百貨店

大阪府高槻市白梅町4-1

高槻店

378 coo’s conservo高槻
379 タリーズコーヒー

高槻愛仁リハビリテーション病院店

大阪府高槻市白梅町4-8

ジオタワー高槻

大阪府高槻市白梅町5-7

高槻愛仁会リハビリテーション病院3Ｆ

380 クローバー薬局

大阪府高槻市別所新町2-14-102号

381 木の実薬局

大阪府高槻市上田辺町3-12

382 コーナン薬局

ときわ町店

383 自然館グリーンプラザ店

大阪府高槻市高槻町5-25
大阪府高槻市紺屋町1-1-B1

ミューズフロント3Ｆ

光栄ハイツ高槻1Ｆ
北本ビル1Ｆ

384 イルカ薬局

大阪府高槻市出丸町6-39

385 COSME かきはら INTERNATIONAL

大阪府高槻市高槻町17-4

386 ICHIBA

大阪府高槻市高槻町18-1

387 ハローダイキョウ

大阪府高槻市高槻町17-4

388 ソフトバンク

大阪府高槻市高槻町16-5

高槻天神温泉ビル1F

大阪府高槻市高槻町16-5

高槻天神温泉ビル

389 天然温泉

阪急高槻

天神の湯

390 ミートモリタ屋

高槻セントラルマーケット1Ｆ

大阪府高槻市北園町14-7

北園本店

391 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

392 ミング

大阪府高槻市城北町2-1-18

ミング阪急高槻1F

393 BGCペルフレスコ

大阪府高槻市城北町2-1-28-211

394 コナミスポーツクラブ

高槻

大阪府高槻市野見町2-57

395 セントラル薬局
高槻城西店

396 Foods Market satake
397 ジュエ

大阪府高槻市城北町2-1-18

大阪府高槻市城西町2-5
大阪府高槻市大手町3-6

ボワット

398 スーパーストアナカガワ高槻八幡店

大阪府高槻市八幡町4-19

399 ジャンブルストア

大阪府高槻市緑町19-1-2Ｆ

400 キリン堂

高槻店

大阪府高槻市野田1-24-10

高槻野田店

大阪府高槻市萩之庄3-47-2

イオン高槻1F

Eyelush salon Blanc
402
Paris de skin 高槻店

大阪府高槻市萩之庄3-47-2

イオン高槻1F

403 イオン高槻店

大阪府高槻市萩之庄3-47-2

401 サイゼリヤ

404 FRESCO

イオン高槻店

上牧店

大阪府高槻市神内2丁目13-40

405 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

406 マルヤス上牧店

大阪府高槻市淀の原町47－16

407 クリンピア前島

大阪府高槻市前島4-18-1
大塚店

大阪府高槻市大塚町2-1-28

409 ボン シャルドン

下田部店

大阪府高槻市登町15-23

410 ミートモリタ屋

栄店

大阪府高槻市栄町4丁目15-8

411 ほっかほっか亭

高槻川添店

大阪府高槻市川添2-4-1

408 ミートモリタ屋

412 大阪王将

富田団地店

大阪府高槻市川添2-3-3

413 ABC薬局

川添店

大阪府高槻市川添2-24-17

414 八百

大阪府高槻市牧田町7-54-104

415 宮本商店

大阪府高槻市唐崎中4-11-6

416 プレンティ柱本

大阪府高槻市柱本新町7-10

417 マルヤス玉川店

大阪府高槻市玉川2丁目1－1

418 サエラ薬局

大阪府茨木市白川1-3-18

茨木白川店

大阪府茨木市鮎川1-7-19

419 フレスコ鮎川店
420 オレンジ薬局

茨木店

大阪府茨木市鮎川3-9-30

421 PAPPY&MAMMY

大阪府高槻市栄町1-12-3

422 アピス薬局高槻寿店

大阪府高槻市寿町3-9-2

423 マルヤス登美の里店

大阪府高槻市登美の里町22－2

424 サボイ

大阪府高槻市津之江町1-56-20

津之江店

425 すろーらいふ

BWA

427 食品館

大阪府高槻市桜ヶ丘南町1-3

富田店

大阪府高槻市富田町1-6-17

アプロ総持寺店

大阪府茨木市総持寺台1-26

426 ミートモリタ屋

428 長谷川広文館

大阪府茨木市中総持寺町10-4

429 パンカフェムギムギ

大阪府茨木市庄2-25-23

430 JA茨木みしま館

大阪府茨木市庄2-26-22

431 極楽湯

大阪府茨木市田中町18-18

432 伏見屋

ロイヤルコート1F

大阪府茨木市田中町2-21

茨木店

433 山水温泉

大阪府茨木市大住町2-3

434 阪急ロサヴィア

大阪府茨木市永代町1−5

435 サンシェイド

大阪府茨木市永代町1-5-18

ロザヴィアいばらき１Ｆ

ルナピエナ

大阪府茨木市双葉町9-13

フタバアレイＢ1Ｆ

437 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

438 有機野菜のおおぞら

大阪府茨木市舟木町17-2

436 トラットリア

439 東急スポーツオアシス茨木

大阪府茨木市舟木町2-25

440 はるき鍼灸整骨院

大阪府茨木市舟木町15-15

441 Foods Market satake

大池店

大阪府茨木市大池1-1-35

442 FLET’S

茨木店

大阪府茨木市園田町2-4

443 イオン

新茨木店

大阪府茨木市中津町18-1

444 自立生活センターほくせつ24

大阪府茨木市中津町3-26

445 ORENNJI 1970

大阪府茨木市寺田町17-14 1F

446 メサベルテ

大阪府茨木市元町1-23

茨木店

447 かくれがカフェ

松村ビル1Ｆ

大阪府茨木市元町6-37

遊夢

448 ＮＯ壱番スーパー

大阪府茨木市元町8-17

449 フードネットマート茨木店

大阪府茨木市元町8-1

450 tumiki café

大阪府茨木市本町1-12

451 トレジャーキッズクラブ

大阪府茨木市別院町3-30

452 Point Break

大阪府茨木市別院町6-44

453 マルヤス茨木駅前店

大阪府茨木市春日1-4-11

454 CASICO CLASSE

大阪府茨木市春日1-4-12

455 料理屋

大阪府茨木市上中条1-3-18

はなせ

456 まるとく市場

大阪府茨木市平田2-19-30

平田店

大阪府茨木市水尾3-16-28

457 MEDMIX茨木水尾
458 LAUNDRY TODAY

小柳町店

大阪府茨木市小柳町10-17
大阪府茨木市島4-23-22

459 北山石油
460 食品館

掛谷第4ビル2F

大阪府茨木市沢良宜浜2-2-2

アプロ沢良宜店

461 トタリテ

大阪府茨木市沢良宜西町1-4-1

462 ビッグエス南茨木

大阪府茨木市天王2-8-21

463 LAUNDRY TODAY
464 コノミヤ

千里丘駅前店

エミネンス南茨木1F

天王ビル2F

大阪府摂津市千里丘東3-10-16
大阪府摂津市別府3-16-1

摂津店

465 トライアル摂津南店

大阪府摂津市東別府3-5-13

466 鳥飼百貨

大阪府摂津市鳥飼和道2-10-15

467 オークワ南摂津駅前店

大阪府摂津市東一津屋4-10

468 ラ・ムー摂津鳥飼西店

大阪府摂津市鳥飼西5-5-5

469 とりかい書店

大阪府摂津市鳥飼野々1-30-27

470 Cafe5HAN

大阪府摂津市鳥飼西2-14-30-2

471 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

472 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

473 北おおさか信用金庫

石橋支店

大阪府池田市石橋1-8-6

474 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

475 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

476 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（仮店舗）

477 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(マストメゾン豊中1階）

478 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

479 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

480 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

481 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

482 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

483 北おおさか信用金庫

千里中央支店

大阪府豊中市新千里東町1-3-143

484 北おおさか信用金庫

新千里南支店

大阪府豊中市新千里南町2-6-12

485 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

486 北おおさか信用金庫

豊津支店

大阪府吹田市垂水町2-2-37-101

487 北おおさか信用金庫

吹田支店

大阪府吹田市朝日町5-32

488 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

489 北おおさか信用金庫

正雀支店

490 北おおさか信用金庫

本店営業部

491 北おおさか信用金庫

茨木支店

大阪府茨木市元町7-2

492 北おおさか信用金庫

アルプラザ福井支店

大阪府茨木市上郡2-12-8

493 北おおさか信用金庫

玉櫛支店

大阪府茨木市玉櫛2-27-5

大阪府摂津市正雀本町1-33-12
２Ｆ

大阪府茨木市西駅前町9-32

494 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

495 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

496 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

497 北おおさか信用金庫

川添支店

大阪府高槻市川添2-20-9

498 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

499 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

500 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

501 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

502 北おおさか信用金庫

高槻支店

大阪府高槻市北園町19-20

503 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

504 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

505 北おおさか信用金庫

清水支店

大阪府高槻市浦堂2-34-12

506 北おおさか信用金庫

上牧支店

大阪府高槻市神内2-28-13

507 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

508 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

509 ダブルデイ
510 ダブルデイ
511 EXPOCITY

NU茶屋町プラス店

大阪府大阪市北区茶屋町8-26

なんばパークス店

大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70

NU茶屋町プラス2階

大阪府吹田市千里万博公園２−１

なんばパークス5階

