
駒ヶ谷  

魚亀食料品店 

河内ワイン 

PRIME 

わきなか化粧品店 

古 市 

足と靴の専門店 足からげんき 

有馬鍼灸整骨院 

井之上商店 

岩崎商店 

ウェリナ整骨院 

魚源 

フラグショップうちだ 

喫茶 ガロ 

元気屋 

ケントハウス 

コープ城山 

花と緑 しぼりたに 

しらきや 

すわん亭 

竹﨑仏壇店 

田中酒店 

タナカ屋酒店 

トウゲンキョウ 

サイクルショップ ナカタ 

肉市 

海鮮日本酒居酒屋 のんべえ 

羽曳野金庫店 

阪南薬店 

居酒屋ふくや 城山店 

ファミリーマート 近鉄古市駅改札内橋上店 

松下商店 

八尾政商店 

LE PAIN NAGATA 

綿本米穀店 

南古市 

梓屋クリーニング店 

防水・塗装 あづま 

カットサロン・オガワ 

ワタモト商店 

栄 町  

ａｏｚｏｒａ ｂａｋｅｒｙ 

味一番 

あっちゃんのからあげ屋 

アップルコーヒー 

メガネのウィズ 

ヴィディヤカフェ 古市店（近鉄プラザ内） 

エステティックサロン viva Cielo 

select オヴ（近鉄プラザ内） 

御菓子司 かつら屋（近鉄プラザ内） 

カラオケ 奏 Kanade 

１００円ショップキャンドゥ 古市店 

キリン堂 古市店 

近鉄プラザ 古市店 

クリスタルマジック 本店 

CLEF 

COCO. 

ココカラファイン 古市駅前店（近鉄プラザ内） 

ダイニングバー 串の咲 

渋谷歯科医院 

セブン-イレブン 羽曳野古市駅前店 

セブン-イレブン 羽曳野栄町店 

船場衣料 

おしゃれ工房 和（近鉄プラザ内） 

ばいせん工房 珈琲倶楽部 古市店 

パレット 近鉄プラザ古市店（近鉄プラザ内） 

冨士茶園 

フラワー 古市古墳群店 

古市タイヤ商会 

＋pot cafe&Bar 

星屋（近鉄プラザ内） 

マザーブックス（近鉄プラザ内） 

日本料理 まさゆめさかゆめ 

立ち呑み処 満月 

meika 

MAISON INCO 

メリーコパン（近鉄プラザ内） 

レガロ・カーサ 

ロマンシューズ（近鉄プラザ内） 

喫茶食事 ワカバ 

 

※令和４年 10 月 7 日 現在 

403 店舗 



誉 田 

青木松風庵 羽曳野店 

コスモ市川石油 

大蔵屋 

かごの屋 藤井寺インター南店 

ホームセンターコーナン 羽曳野店 

お好み焼 こぞう 

サンプラザ 誉田店 

sprout di goccia 

大地の恵 

髙田種苗店 

肉はたかまつ 

高松ギフトプラニング 

のらや 羽曳野店 

味喰笑 羽曳野店 

備後屋 

古市モータース 

Ｂａｂｙ ｌｅａｆ 

ボトルワールド OK 羽曳野店 

香港亭 

籾井自動車 

白 鳥 

IWAMARU 

ヘアメーク エフェ 

えぼし 

温カフェ 

柿の種 

Cuore 

clear 

鉄板串焼き 小鉄 

ヘアーサロン サラタニ 

居酒屋 山吉 

三平 

四季彩 

花工房 四季の詩 

シノハラ薬店 

美と健康サロン すらり 

鮨 ちふゆ 

ちょっくら 

鳥鳥 古市店 

食事処 白鳥 

フラワーショップ 花利 

ファミリーマート 羽曳野白鳥店 

古市健康薬品店 

フルーツタケダ 

串揚げ 松風 

サイクルショップ 丸雄商会 

フランス菓子 メルシー 

焼肉 やわらぎ 

宮崎地頭鶏料理と肴の店 ゆたか 

読売センター古市 

ラミーカ 

翠鳥園 

イズミヤショッピングセンター 古市店 

ホームセンターコーナン イズミヤ古市店 

ココカラファインプラス イズミヤ古市店 

セビリア 

セリア イズミヤ古市店 

リペアショップ TOPY（イズミヤ古市店内） 

軽 里 

Ms HAIR OSAKAKAN 

整体ほぐし堂熟眠 羽曳野本店 

TO THE SHE 

Harves はびきの店 

フラワー 竹内街道軽里店 

カフェ 峯屋（LIC はびきの内） 

フルーツ&カフェ ミント 

西 浦 

メガネのアイガン 羽曳野店 

シューズ愛ランド 羽曳野店 

油甚 羽曳野店 

ウエルシア 羽曳野西浦店 

efu 

関西電子ピアノ買取センター 

みんなの洋食 喜常亭 

キリン堂 羽曳野西浦店 

焼肉 蔵 

焼肉 甲子園 

ホームセンターコーナン羽曳野西浦店 

COCO はびきの 

コメダ珈琲店 羽曳野西浦店 

ゴルフ５ 羽曳野西浦店 

サンプラザ 古市南店 

サンライズ 南大阪店 

芝池酒店 

シャトレーゼ 外環羽曳野店 

ジャパン 羽曳野店 

じゃんぼ總本店 古市店 

スポーツデポ 羽曳野西浦店 

セブン-イレブン 羽曳野新町店 

セブン-イレブン 羽曳野西浦店 

ヤマダデンキ テックランド 羽曳野店 

とり庵 

鶏笑 羽曳野店 

南河生鮮市場 

西浦自動車販売 

配食のふれ愛 南河内本店 

はるやま 羽曳野店 

ハピバール 

ビゴロッソ・ヘア 

びっくりドンキー 羽曳野店 

fabriko 

モスバーガー 羽曳野西浦店 

森新聞舗 

ライフ 羽曳野西浦店 

生そばと、天丼。楽雲 

ローソン 羽曳野西浦北店 

LOCOLOCO～aloha food truck～ 

和琴きっちん 

ワンカルビ 羽曳野店 

尺 度 

ウエルシア 羽曳野尺度店 

きんのぶた 羽曳野尺度店 

ブックスファミリア 外環羽曳野店 

ファミリーマート 羽曳野尺度店 

丸十人形 

焼肉 みつる 

蔵之内 

カネヒラスポーツ 

ディスカウントドラッグコスモス 西浦店 

大阪南農業協同組合 西浦営農経済センター 

御料理 花みち 

産直市場 よってって 羽曳野店 



はびきの 

菓子工房 アマカワ 

喰亭 eatles 

いがや酒・米店 

井上酒店 

QQQ 

Cucuna hair 

ぼくらの店 こたに 

コワフール みやもと 

ビューティー すみれ 

セブン-イレブン はびきの１丁目店 

セブン-イレブン はびきの４丁目店 

タンブール 

PAN HEAD 

ひろ建築工房 

もめん染・器 廣香 

ﾌｧｯｼｮﾝｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾌﾗﾝｽ屋 はびきの店 

ヘアースタジオ 松本 

電化のエースヨシムラ 

リボン薬局 

ローソン 大阪はびきの医療センター店 

ローソン はびきの店 

羽曳が丘 

alice Farm 

レストラン大阪屋 

お好み焼・鉄板焼き 河内源氏 羽曳が丘店 

クリズハウス 

コノミヤ 羽曳が丘店 

ゴハン cafe 

櫻井そろばん教室 

山寿園 

サンプラザ 羽曳が丘店 

上新電機 羽曳が丘店 

たじはや 

谷電化 

トム・ソーヤー動物病院 

ナラヤ薬房 

樋口ふとん店 

ヒルズワキタ 

POLA プリーマ 羽曳が丘店 

萬寿堂義治 

ライフアンドビューティー メリア 

わたぼうし hair make studio 

羽曳が丘西 

酒のアサヒ屋 

和菓子工房 あん庵 

三愛 ビモスト 

レストラン マリー 

埴生野 

アサミでんき 

あすかてくるで 羽曳野店 

うまいもん屋（道の駅 しらとりの郷内） 

ドラッグセイムス 羽曳野埴生野店 

道の駅 しらとりの郷 肉の竹田屋 

道の駅 しらとりの郷 商工物産館 タケル館 

ばいせん工房 珈琲倶楽部 しらとりの郷店 

はびきのうどん（道の駅 しらとりの郷内） 

ぱんろ～ど しらとりの郷店 

デザート BunBun（道の駅 しらとりの郷内） 

餃子のマル K（道の駅 しらとりの郷内） 

桃山台 

健康サロン ヴィスパス 

ビューティサロン えんぜる 

野々上 

ヘアーサロン 青島 

アトム電器 伊賀店 

ALTAIR HAIR DESIGN 

coffee Life イエロー 

eＮ-ｎａｉＬ 野中本店 

串かつ居酒屋 かつもと 

泳ぎふぐ 河田 

寿し きしもと plus 

グランママ動物病院 

グリーンツリー関西 

焼肉 牛王 

玄米ごはんや ことのは 

じえらてりーあ ゆずりは 

羽曳野市シルバー人材センター 

スギ薬局 野々上店 

呑み処食べ処 てんてん 

とし庵 

鳥之助 

八剣伝 羽曳野店 

ファミリーマート 羽曳野野々上店 

旬菜喰 ふじもと 

靴のマルエイ 羽曳野店 

みやこや 

伊 賀 

ウエルシア 羽曳野伊賀店 

大阪王将 羽曳野伊賀店 

㐂多八 

クリスタルマジック 伊賀店 

コーナン PRO 羽曳野伊賀店 

ホームセンターコーナン 羽曳野伊賀店 

サンプラザ はびきの伊賀店 

セブン-イレブン 羽曳野伊賀４丁目店 

ダイワサイクル 羽曳野店 

メンズ＆レディース ヒカリ 

マツシマ美容室 

眼鏡市場 羽曳野店 

安井商店 

ふらっとヤマウチ 

CAFE&PUB 理維 

向 野 

キリン堂 羽曳野店 

サンプラザ 埴生店 

竹村米酒店 

肉の匠 テラオカ 

吉野家 羽曳野店 

高 鷲 

あさの酒販 

理容 アラキ 

暮しの衣料 イケダ 

エービック 高鷲店 

エディオン 高鷲店 

協和クリーニング 

サン・アール「ちょっと手伝う輪」 

Joli 

Seize 

スマイルオート 

セブン-イレブン 羽曳野高鷲店 

ヘアーサロン タカシ 

たこ焼 お好み焼 たこちゃん 



HAIR ATELIER tack 

中国料理 天楽 

菓子工房 ナナフル 

パールカメラ 高鷲店 

はりそんの家 

Panya 

ピカイチ写真工房 

藤田自動車 

DELI&DINING PEKOHOUSE 

ma’am 

ミートプラザ 高鷲店 

向山商店 

ヨシミサイクル 

喫茶 リキ 

ローソン 高鷲駅前通店 

ヘアーサロン ローリエ 

島 泉 

ウエルシア 羽曳野島泉店 

エガデンキ 

サイクルショップ オクノ 

くるる鍼灸整骨院 

ココカラファイン 島泉店 

サンプラザ 島泉店 

美容室スタジオ ジークレフ 

ファッションセンターしまむら 島泉店 

カフェ スイート 

Sereno 

だるま寿し 

段針灸院 

食処 なみちゃん 

パールカメラ 島泉店 

hair&spa pleco 

堀内米穀店 

マルマサ食品 

万代 羽曳野島泉店 

へあーさろん MORI 

プチカフェ ゆるる 

ローソン 羽曳野島泉九丁目店 

恵我之荘 

喫茶 アイン 

カフェ イクシン 

ウエルシア 羽曳野恵我之荘店 

鮮魚 魚由 

オータニ 

喫茶 ジャスミン 

じやんぼ酒場 恵我之荘店 

すし藤 

バイクショップ ステイブル 

すてっぷ 

ビューティサロン すみれ 

大松生花 

イタリア料理 Taverna S 

津村モータース 

ツダ薬品店 

手しごと家 くる 

恵我ノ荘どれみピアノ教室 

ブティック ナカイ 

スポーツカフェバー ハルハル 

パルネット 恵我之荘店 

B-SQUARE 

ミートショップ 光 

フミ美容室 

ホビーアリモト 

松本勝酒店 

昭和酒場 満海 

美吉乃 

メナード フェイシャルサロン 恵我之荘 

ゆゆぴー はんどめいど 

ライフ 恵我之荘店 

Lecoeur 

ペットサロン わんぽいんと 

南恵我之荘 

お花のいしつね 

cafe&nail いちりん 

ウエルシア 羽曳野南恵我之荘店 

ごちそうカフェ うかたま 

川内りょうてん鍼灸院 

旬彩割鮮 きむら 

徳栄堂 

パティスリー バロン 

福゜福゜ 

フクメガネ 

ほっかほっか亭 恵我之荘駅前店 

ローソン 恵我之荘駅前店 

野 

石田米穀店 

塚本酒店 

肉のたけもと 

炭火焼肉 まんぷく 

郡 戸 

tete 鍼灸庵 

まりこの餃子 

樫 山 

カレーハウス CoCo 壱番屋 羽曳野樫山店 

米ぬか 100％ミネラル酵素風呂 ともしび 

ドン・キホーテ 羽曳野店 

六華亭 羽曳野店 

河原城 

サンプラザ 河原城店 

サイクルショップ Hiro 

万代 河原城店 

山本歯科 

タクシー 

近鉄タクシー 

古市交通 

 

 

                                        


