
 

 

 

 

 

 

 ●岡山地区 ｙ.be garden villa はんこや  

 ㈱キリン堂 忍ヶ丘店 JA 大阪東部 四條畷支店 衣料ストアー マツカワ  

 ドラッグアカカベ 岡山店 ファミリーマート 四條畷中野店 ミートショップ ナカジマ  

 医療法人 河野歯科 Blue Bee 御菓子司 大徳屋  

 スーパーマーケットラッキー 忍ヶ丘駅前店 ●蔀屋地区 フラワーショップ愛  

 繁田酒店 ASA 四条畷 マーブル  

 ピープル ㈲仲デンキ ぴっといん  

 医療法人 志清会 清水歯科医院 ジャパン 四条畷店 ㈱三津屋呉服店  

 ダスキン かけよ舗 ファミリーマート 四條畷しとみや店 フルーリスト 桂  

 ﾊﾟナット きむら ●美田地区 ●なんこうシャル (セルフ部門)  

 理容 ３・９ プルチネッラ ㈱楠公シャル  

 あぐ楽 ●江瀬美地区 山文果物店  

 ゆりかご本店 ドラッグアカカベ 四條畷店 紀南食品  

 にしき しもたにデンキ プチパリ  

 グルメシティ 忍ケ丘店 平和堂 ㈲野畑商店  

 だるま屋 ●塚脇地区 鳥井鶏肉店  

 栄久堂吉宗 忍ヶ丘店 ㈲髙辻文具 ㈱魚心 村上水産  

 Ace Cafe HAIR's ●南野地区 ●雁屋地区  

 酒屋のポチ 茶屋宿 伊勢屋 ブティック スギヤマ  

 Café Good Days そうごうケア 畷学園前 ベスト・アイ 成田屋  

 じゃんぼ総本店 忍ヶ丘駅前店 東 酒店 ㈱ジュネス  

 アトム電器 忍ヶ丘店 グループホーム 第３なごやか ファミリーマート 四條畷雁屋西町店  

 ウエルシア 四條畷岡山店 さわだ歯科医院 食パン専門店 一本堂 四條畷駅前店  

 ファミリーマート 四條畷岡山店 ●楠公地区 日本マクドナルド㈱ 外環 四条畷店  

 金子鍼灸整骨院 空とぶからあげ アカカベ楠公通店 ㈱AOKI 外環四條畷店  

 空とぶ からあげ ビストロ BAL RIPOSO ヘアーサロン リュウタニ  

 医療法人 のむら歯科 ドラッグアカカベ 楠公通薬局店 ●二丁通地区  

 ドラッグアカカベ 忍ヶ丘店 西川茶舗 ㈲川本ホーム  

 生活協同組合 おおさかパルコープ 忍ヶ丘店 バンビーノ ニューヤマザキデイリーストア 四條畷二丁通店  

 エクス・アン・プロヴァンス 服部電気㈱ ●米崎地区  

 シミズメガネ 忍ヶ丘店 はなまる鍼灸整骨院 医療法人 藤関眼科  

 せんたく工房 忍ヶ丘店 Bene 四條畷店 ファミリーマート 四條畷米崎店  

 たいよう鍼灸整骨院 食パン工房あんじゅ四條畷 ●田原地区  

 セブンーイレブン ハートイン ＪＲ忍ヶ丘駅改札口店 ドラッグアカカベ サンリッチ店 ㈱船本モータース  

 ホルン・フレッシュベーカリー ドラッグアカカベ 楠公通店 ドラッグアカカベ 田原台店  

 ファミリーマート 四條畷岡山東 フレスコ 四条畷店 そば茶屋 よしむら  

 ブティック べべ スーパーマーケットラッキー 四条畷店 安部クリニック  

 ●砂地区 ソフトバンク四條畷 ㈱naoshi.company ナオシ美容室  

 天丼・天ぷら本舗 さん天 四條畷店 恩地のりもの たわら  

 牛庵 四条畷店 せんたく工房 四條畷店 なごみ庵きたはま 四條畷店  

 日産大阪販売㈱ 四條畷店 フローリスト ポピー サンワ産業㈱  

 畷の里温泉 栄久堂吉宗 楠公通 本店 西尾石油店 上田原 SS  

 ●清滝地区 栄久堂吉宗 栄通り店 医療法人 和幸会 阪奈サナトリウム  

 前川電器 マツヤデンキ 四条畷店 医療法人 和幸会 介護老人保健施設 パークヒルズ田原苑  

 佐田建具店 パティスリー モリタ 医療法人和幸会 指定居宅介護支援事業 ケアプランセンターパークヒル  

 八千代食堂 福すし 楠公店 医療法人 和幸会 四條畷第３地域包括支援センター  

 ●中野地区 丸幸水産 四条畷店 社会福祉法人 幸友会 特別養護老人ホーム 田原荘  

 和食さと 四條畷東店 日本マクドナルド㈱ 四条畷店 ｍoana  nail salon＆school  

 ㈱きらく とんかつ かつ喜 ㈱喜久屋酒店 KITCHEN CAFÉ ｆｏｏ  

 ＡＢＣブック きものつたや 四條畷駅前店 ミニストップ 四條畷田原台店  

 ㈲田中畳店 パン工房 ぷろしーど JA 大阪東部 田原支店  

 焼肉 カルビ亭 活麺富蔵 パナファミリー・マスオ  

 まぁくんの店 山城園 ●逢阪地区  

 カーショップ GRES ㈲マルキヨ商店 アイ・アイ・ランド  

 東京靴流通センター 四條畷店 ふとんのナカタ   

 八千代寿司 じゃんぼ総本店 四條畷店   

 ファミリーマート 四條畷中野西店 福田輪業   

 のぞみ薬局 四條畷店 ●なんこうシャル (専門店)   

 かっぱ寿司 四條畷店 リビングショップ ホリカワ   

 ※令和１年 11 月 13 日現在／最新の利用可能店舗は、市のホームページ 又は 四條畷市商工会のホームページをご覧下さい。  



 

 

 

 

 

 ●イオンモール四條畷 Ａｉｇａｎ（メガネのアイガン） 呉服の登美屋  

 AEON STYLE（イオンスタイル四條畷） E hyphen world gallery friends 
（イーハイフンワールドギャラリーフレンズ） H.I.S（エイチ・アイ・エス）  

 ●イオンモール四條畷 (1F) Janiss（ジャニス） VILLAGE VANGUARD（ヴィレッジヴァンガード）  

 Riat！（リアット！） Brara by wacoal（ブララバイ ワコール） SQUARE FIELD（スクエアフィールド）  

 Pâtisserie Morita（パティスリー モリタ） any SiS（エニィスィス） TAKA：Q（タカキュー）  

 ビアードパパの作りたて工房 INGNI（イング） ASBee（アスビー）  

 salut！（サリュ！） tutu anna（チュチュアンナ） 未来屋書店  

 studio CLIP（スタディオ クリップ） VOLCAN&APHRODITE（ヴォルカンアンドアフロダイティ） J!NS（JINS/ジンズ）  

 earth music & ecology natural store 
（アース ミュージック アンド エコロジー ナチュラル ストア） WEGO（ウィゴー） Confirm・ILL'S（コンファームイルズ）  

 ＆chouette gallery（＆シュエットギャラリー） THE SUNS（ザ サンズ） Zerbino maurizi（ゼルビーノ マウリッチ）  

 Té chichi TERRASSE（テチチ テラス） 磯のがってん寿司 relat!on（relation/リレーション）  

 Cullet（カレット） 京都・嵐山 清修庵 BLESS（ブレス）  

 Discoat Parisien（ディスコートパリシアン） かつ辰 Perfect Suit Factory（パーフェクトスーツファクトリー）  

 SERIELUCE（セリエルーチェ） 天麩羅 えびのや Aazeez（アジィーズ）  

 LEPSIM（レプシィム） しゃぶしゃぶ 美山 醤油らーめん専門 金久右衛門  

 SKECHERS（スケッチャーズ） 土佐わら焼き 龍神丸 mister Donut（ミスタードーナツ）  

 AZUL BY MOUSSY（アズール バイ マウジー） 鶏専門店 鶏月 マクドナルド  

 GEOGRAPHY（ジェオグラフィー） 和食焼肉 牛紋 サーティワンアイスクリーム  

 UNIQLO（ユニクロ） PRECIOUS BUFFET（プレシャスビュッフェ） 築地 銀だこ  

 AEON BIKE（イオンバイク） Délices（デリス タルト＆パーラー） 炭焼・仙台牛タン あかり  

 GLOBAL WORK（グローバル ワーク） 鉄板焼 お好み焼き 京都 わらい食堂 KAMUKURA（どうとんぼり神座）  

 PeTeMo（ペテモ） 鎌倉パスタ 倉敷うどん ぶっかけ ふるいち  

 AMERICAN EAGLE OUTFITTERS 
（アメリカン イーグル アウトフィッターズ） BREAD GARDEN（ブレッドガーデン） １丁目１番地  

 OWNDAYS（オンデーズ） 紅虎餃子房（ベニトラギョウザボウ） PARTS CLUB（パーツクラブ）  

 CORNERS SPORTS AUTHORITY 
（コーナーズ スポーツ オーソリティ） 丸の内 CAFE 会（マルノウチカフェカイ） Hobby Zone（ホビーゾーン）  

 STARBACKS COFFEE（スターバックス コーヒー） おひつごはん 海の穂まれ Plus Heart（プラス ハート）  

 KARENDO（カレンド） 串家物語 新星堂  

 三國屋善五郎 サンマルクカフェ KIDDY LAND（キデイランド）  

 MILKISSIMO（ミルキッシモ） The Libretto（ザ・リブレット マーケット） 美容室 11cut（美容室イレブンカット）  

 JACK IN THE DONUTS（ジャック イン ザドーナツ） 花と緑と雑貨のお店 Ricochet（リコシェ） Eyelash Salon Blanc（アイラッシュ サロン ブラン）  

 HEART BREAD ANTIQUE（ハート ブレッド アンティーク） crocs by fam（クロックス バイ ファム） PARIS JULIET（パリス ジュリエット）  

 鮮魚・寿司 たかぎ kahiko（カヒコ） STONE MARKET（ストーン マーケット）  

 肉工房 千里屋 JEWELRY KANDA（ジュエリー カンダ） Lovetoxic（ラブトキシック）  

 産直市場 よってって A・J・D ACCESSORIES（アジェデ アクセサリーズ） aprés les cours（アプレレクールアミ）  

 トリプロ 14＋（ICHIYON PLUS) （イチヨン プラス） BREEZE（ブリーズ）  

 口福堂 M i G＋（ミグ プラス） こども写真城 スタジオアリス  

 マナベインテリアハーツ JEANS MATE（ジーンズメイト） PARSLEY HOUSE（パセリハウス）  

 FANCL（ファンケル） ma faveur（マ・ファヴール） branshes（ブランシェス）  

 ZARA（ザラ） SM2 keittio（サマンサモスモス ケイッティオ） ASBee KIDS（アスビーキッズ）  

 ●イオンモール四條畷 (2F) マジックミシン Master Piece（ジグソーパズルのお店 マスターピース）  

 SPORT AUTHORITY（スポーツオーソリティー） SpRay PREMIUM（スプレイ プレミアム） 海鮮寿司 北海素材  

 コンタクトのアイシティ Juju（ジュジュ） Gear's JAM（ギアーズ ジャム）  

 タオル美術館 タイムステーション NEO（タイムステーション ネオ） G-LAND SELECT（ジーランドセレクト）  

 ３COINS（スリーコインズ） Feminine Cafe（フェミニン カフェ） Right-on（ライトオン）  

 r・ｐ・ｓ（アール・ピー・エス） CIAOPANIC TYPY（チャオパニック ティーピー） Joshin（ジョーシン）  

 form forma（フォルム フォルマ） ザ・ダイソー CREPERIE CAFÉ Sucre（クレープリーカフェ シュクレ）  

 HAPiNS（ハピンズ） PureNail Petit（ピュアネイルプティ） 豚屋 とん一  

 ikka（イッカ） MAISON de SAC‘S BAR（メゾン ド サックスバー） ●イオンモール四條畷 (4F)  

 KURANOSUKE（蔵之助） ●イオンモール四條畷 (3F) Saizeriya（サイゼリヤ）  

 GU（ジーユー） Pandora House（パンドラハウス） Raffine（ラフィネ）  

 R.O.U（アール・オー・ユー） 大貫堂印房   
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