高槻市
店名
マルヤス宮田店
JOYFIT摂津富田
ほっかほっか亭 JR摂津富田駅前店
スーパーフレスコ今城店
餃子の王将 国道高槻店
本家かまどや塚原店
さかい珈琲高槻店
ミートモリタ屋 南平台店

住所
大阪府高槻市宮田町1-26-3
大阪府高槻市富田丘町2-2 ステーシア高槻1Ｆ
大阪府高槻市大畑町1-2
大阪府高槻市今城町17-1
大阪府高槻市川西町1-21-4
大阪府高槻市塚原1-1-1
大阪府高槻市奈佐原2-11-23
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

こだま耳鼻咽喉科

大阪府高槻市西真上1-32-12 レジデンス西真上1Ｆ

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 アクトアモーレ1F

プカプカ

大阪府高槻市芥川町2-10-11 2F

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

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

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

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

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2-1-28-211 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

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

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1F・2Ｆ・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

ボン シャルドン 下田部店

大阪府高槻市登町15-23

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

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

ミートモリタ屋 富田店

大阪府高槻市富田町1-6-17

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
茨木市

店名

住所

北大阪ほうせんか病院

大阪府茨木市室山1-2-2

ニッコー安威店

大阪府茨木市南安威2-5-37

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

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

Soie

大阪府茨木市春日2-2-3 シャトー春日第一ビル

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

済生会茨木病院

大阪府茨木市見付山2-1-45

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

サエラ薬局 茨木白川店

大阪府茨木市白川1-3-18

フレスコ鮎川店

大阪府茨木市鮎川1-7-19

食品館 アプロ総持寺店

大阪府茨木市総持寺台1-26

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

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

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

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

フードネットマート茨木店

大阪府茨木市元町8-1

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

Point Break（ポイントブレイク）

大阪府茨木市別院町6-44

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

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

LAUNDRY TODAY 小柳町店

大阪府茨木市小柳町10-17

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

ビッグエス南茨木

大阪府茨木市天王2-8-21 天王ビル2F

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

摂津市
店名

住所

関西未来銀行

大阪府摂津市千里丘1-8-8

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

LAUNDRY TODAY 千里丘駅前店

大阪府摂津市千里丘東3-10-16

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
島本町

店名

住所

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

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
吹田市

店名

住所

EXPOCITY

大阪府吹田市千里万博公園2-1

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

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

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

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

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

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

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

ダイエー 江坂駅前店

大阪府吹田市豊津町10-7

天下一品 江坂店

大阪府吹田市江の木町8-27-103

王将 江坂店

大阪府吹田市豊津町17-13

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

まねき屋 亥子谷店

大阪府吹田市山田西1-13-1

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

おゆば

大阪府吹田市千里万博公園11-11

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

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

豊中市
店名

住所

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

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

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

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

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

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 ヤマダ電機LABI千里4Ｆ

笹部書店

大阪府豊中市新千里西町3-2-3

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

コスパ豊中少路店

大阪府豊中市少路1-9-20

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

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

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

シェフカワカミ 豊中店

大阪府豊中市千里園2-2-45

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

餃子の王将 空港線豊中店

大阪府豊中市山ノ上町9-15

サボイ 桜塚店 味道館

大阪府豊中市中桜塚2-27-8

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

ほっかほっか亭 服部店

大阪府豊中市服部本町2-2-3

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
箕面市

店名

住所

スクエアファニチャー

大阪府箕面市船場東1-8-58

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

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

マックスバリュ箕面外院店

大阪府箕面市石丸2-10-70

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・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

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

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

フレッシュフーズKIKUYA

大阪府箕面市如意谷2-8-32

ほけんチェック

大阪府箕面市箕面6-3-1-113

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

北乃屋 箕面店

大阪府箕面市桜5-13-11

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

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

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

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
池田市

店名

住所

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
西宮市

店名

住所

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

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

KOHYO甲子園

兵庫県西宮市甲子園三番町10-41

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

エコリング 西宮北口店

兵庫県西宮市深津町3-25 1Ｆ

古本2階洞

兵庫県西宮市北口町1-2 アクタ西宮 東館1Ｆ

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

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

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

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

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

アカシヤ JR西宮駅前店

兵庫県西宮市西福町2-24

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

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

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

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

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

コープ夙川

兵庫県西宮市若松町4-1

デン・プラスエッグ

兵庫県西宮市北名次町11-3-101

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

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

TSUTAYA夙川店

兵庫県西宮市郷免町4-22

KOHYO甲東園店

兵庫県西宮市甲東園3-2-29

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
芦屋市

店名

住所

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

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

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

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

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

大利昭文堂

兵庫県芦屋市月若町8-1

博多ラーメンげんこつ 芦屋店

兵庫県芦屋市清水町4-3

トータルボディケア芦屋

兵庫県芦屋市精道町4-14

ワインガーデン・リブゴージュ

兵庫県芦屋市公光町4-18

スーパーストア おだ本店

兵庫県芦屋市浜芦屋町1-3
神戸市東灘区

店名

住所

コープ深江

兵庫県神戸市東灘区深江北町3-9-15

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

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

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

コープリビング甲南

兵庫県神戸市東灘区甲南町2-1-20

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

コープ岡本

兵庫県神戸市東灘区岡本1-14-2

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

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

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

アプリ甲東B1F

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

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

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

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
神戸市灘区

店名

住所

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

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

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

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

マジックパン 灘店

兵庫県神戸市灘区篠原南町6-1-1

コープ篠原

兵庫県神戸市灘区篠原北町2-2-14

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

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
神戸市中央区

店名

住所

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

ライフ 春日野道店

兵庫県神戸市中央区北本町通1-23

ツムギ住研（株）

兵庫県神戸市中央区南本町通2-2-4

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

コープ山手

兵庫県神戸市中央区中山手通4-10-32

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

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

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
尼崎市

店名

住所

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

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
宝塚市

店名

住所

コープ安倉

兵庫県宝塚市安倉南4-38-1

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

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

3F

伊丹市
店名

住所

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
川西市

店名

住所

KOHYO川西店

兵庫県川西市小花1-1-10 E101
大阪市

店名

住所

Ａｂｒａｊ（アブラッシュ）

大阪府大阪市西区南堀江2-9-24 1F

SCHOOL BUS COFFEE STOP（スクールバスコーヒースト大阪府大阪市中央区北浜1-5-8 SENSEISHA BLDG.1F
SIMPLE HOUSE（シンプルハウス）

大阪府大阪市北区茶屋町8-26 NU茶屋町プラス3階

ダブルデイ なんばパークス店

大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス5階

ダブルデイ NU茶屋町プラス店

大阪府大阪市北区茶屋町8-26 NU茶屋町プラス2階

