
ひらかたポイント協力店一覧  2022/6/1時点

番号 カテゴリー 店舗名 店舗住所 店舗電話番号

1 グルメ お晩菜なみさん 大垣内町1-1-22 090-3998-0238
2 美容・健康 井上すくすく鍼灸院 大垣内町1-2-1-102 080-1481-9161
3 グルメ フレンチバル platto(プラット) 大垣内町1-3-43-102 072-894-8389
4 グルメ クリームパン専門店 九十九堂本舗 枚方本店 大垣内町2-8-8 マイティビル1F 072-845-5299
5 学ぶ・スクール リアルトーク英会話 大垣内町3-2-2 072-896-5911
6 遊び・トラベル カラオケ・バー 熱帯魚 大垣内町3-3-4 浜田ビル 090-3674-7611
7 グルメ 立ち呑み いくる屋 大垣内町3-3-4 浜田ビル 070-3781-4155
8 グルメ 隠れ酒家 風雅 大垣内町3-3-5 石田ビル 080-9160-5198
9 遊び・トラベル ★ベル詩吟クラブ 大垣内町3-3-5 田村ビル 072-843-6546

10 遊び・トラベル ★カラオケステージ ベル 大垣内町3-3-5 田村ビル 072-843-6546
11 遊び・トラベル カラオケ喫茶 エミ 大垣内町3-3-6 桑原ビル 072-841-2219
12 住宅 ●森下設備 大垣内町3-3-6 桑原ビル2F 090-8147-6605
13 グルメ 喫茶 アダルト 大垣内町3-3-7 浜田ビル
14 グルメ 和風創作 ばんちゃん 大垣内町3-3-7 浜田ビル 072-846-6556
15 グルメ 和食 おりおり 岡東町10-8 072-841-1563
16 グルメ 和カフェ・ごはん ことの葉 岡東町11-11 サンプラザホテル1F 072-396-9150
17 グルメ 串かつ ちゃりん坊 岡東町12-3 サンプラザ3号館B1F 072-844-6558
18 グルメ 喫茶 エリート 岡東町12-3 サンプラザ3号館3F 072-844-1112
19 グルメ 喫茶 ロン 岡東町12-3 サンプラザ3号館3F 072-844-4000
20 グルメ 新串揚げ創作料理 串やでござる 枚方店 岡東町12-3 サンプラザ3号館3F 072-804-9088
21 グルメ 肉の松阪 さんぷら座店 岡東町12-3 サンプラザ3号館3F 072-843-4988
22 学ぶ・スクール ★本のムシ速読教室 岡東町14-29-701 072-851-3737
23 住宅 ●センチュリー21 関西不動産情報センター賃貸部 岡東町14-44 072-804-0303
24 ショッピング ●バイク販売・修理 オレンジライン 岡東町14-48 やまぐちビル1F 072-861-1221
25 ショッピング メガネ工房やまぐち 岡東町14-48 やまぐちビル1F 072-841-2170
26 ショッピング 中本茶舗 岡東町16-10 080-5639-3093
27 ショッピング ひらかた観光ステーション 岡東町19-1 ふれあいセンター内 072-843-4125
28 ショッピング メガネのキャル 枚方店 岡東町19-1 京阪ザ・ストア2F 072-861-3002
29 グルメ ★蕎麦工房 開田屋そば 岡東町21-5-101 ヒルイースト1F 072-841-0007
30 美容・健康 メナードフェイシャルサロン 枚方岡東 岡東町21-5-304 ヒルイースト3F 072-852-3378
31 グルメ 備長炭火焼かくれや 岡東町22-6 072-843-2111
32 美容・健康 ヒーリングエステプリム 岡東町22-12-2F
33 グルメ 炭火焼干物食堂 魚真 岡本町2-11 サクセス岡本町1F 072-845-4076
34 遊び・トラベル ●いすゞ旅行 岡本町4-3 枚方ビオルネ前 072-844-5101
35 ショッピング 本・教科書 野村呼文堂 岡本町6-1 枚方ビオルネ横 072-843-0221
36 グルメ フードカー エスニック料理 Jambu Island(ｼﾞｬﾝﾌﾞ ｱｲﾗﾝﾄﾞ) 岡本町7-1 枚方ビオルネ入口前(移動車・営業不定) 080-7937-9131
37 グルメ 言の葉coffeeロースター(移動車・営業不定) 岡本町7-1 枚方ビオルネ入口前 090-9863-1781
38 グルメ たこ焼き・焼きそば 三代目たくちゃん ビオルネ店 岡本町7-1 枚方ビオルネ北館B1F 072-807-7238
39 グルメ こだわりとうふ ひので屋 岡本町7-1 枚方ビオルネ北館B1F 072-846-6619
40 グルメ 韓国フード&デザート I Korea U(アイ コリア ユー) 岡本町7-1 枚方ビオルネ北館B1F 050-3196-3668
41 暮らし・相談 コーティングショップ専門店 ecorel (エコレル) 岡本町7-1 枚方ビオルネ北館1F 072-807-5997
42 グルメ ポムの樹 枚方ビオルネ店 岡本町7-1 枚方ビオルネ北館1F 072-846-1136
43 ショッピング 婦人服 CROSS(クロス) 岡本町7-1 枚方ビオルネ北館2F 072-846-5509
44 ショッピング レディースファッションA-one ビオルネ店 岡本町7-1 枚方ビオルネ北館2F 072-800-1118
45 暮らし・相談 スマホスピタル ビオルネ店 岡本町7-1 枚方ビオルネ北館2F 072-861-6626

大垣内・岡東町・岡本町エリア

★マークは来店ポイント　　　●マークはポイント付与に条件あり
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ひらかたポイント協力店一覧  2022/6/1時点

番号 カテゴリー 店舗名 店舗住所 店舗電話番号

46 ショッピング Opticalメガネサロン(オプティカル) 岡本町7-1 枚方ビオルネ北館2F 072-800-1054
47 美容・健康 ●ハクジュプラザ ビオルネ枚方店 岡本町7-1 枚方ビオルネ北館5F 080-7130-1829
48 美容・健康 Ayurveda salon maya(ｱｰﾕﾙｳﾞｪｰﾀﾞ ｻﾛﾝ ﾏｰﾔ) 岡本町8-14 080-2724-4494
49 グルメ ●立ち飲み 八幡屋 岡本町10-8 072-841-2102
50 美容・健康 美容院 Jardin de fleurs(ｼﾞｬﾙﾀﾞﾝ ﾃﾞ ﾌﾙｰﾙ) 岡本町8-18 高崎マンション102 072-846-1166
51 美容・健康 エステサロン BATON(バトン) 岡本町8-18 高崎マンション605 072-807-6359
52 グルメ カフェ マテリアル 岡本町11-3 072-808-6220
53 グルメ イタリア料理 ら・ぶーか 岡山手町1-9 アルファハイツ1F 072-846-3442
54 美容・健康 Hair Salon Loma(ヘアーサロンロマ) 川原町4-9 テイクセブン305 072-392-3550
55 グルメ 割烹ゆうな 川原町5-3 072-844-9333
56 グルメ おでんとお酒 酒肴 山くら 川原町7-20 072-807-8722
57 グルメ 居酒屋 覇王樹(サボテン) 川原町7-30 072-844-3210
58 グルメ 立飲海山 やきや 川原町10-4 072-841-8882
59 グルメ いけす 居酒屋 富久路 川原町10-4-15 072-844-9040
60 グルメ 炭火焼鳥 山くら 川原町10-6 072-844-7833
61 グルメ ステーキハウス amoretto(アマレット) 川原町11-10 大京第1ビル102 072-843-2311
62 美容・健康 酵素浴 RANA(ラーナ) 川原町12-1 マンション和 080-4243-0637
63 グルメ お食事処 なんとか 川原町13-2 072-845-1974
64 暮らし・相談 デイサービス喜楽家 枚方公園 菊丘町4-3 072-808-8346
65 ショッピング ●呉服しんえい 菊丘南町3-3 072-841-0133
66 グルメ 手づくりおにぎり楽園 北中振1-2-5 080-3835-0086
67 ショッピング 雑貨 エシカルカウンセル 北中振1-2-8-301 072-832-1033
68 ショッピング 無地Tシャツ専門店 CUSTOM INC.(ｶｽﾀﾑ ｲﾝｸ) 北中振3-18-5 072-833-0572
69 ショッピング 雑貨屋 ギャラリーウェーブ 北中振3-18-12-15 072-803-7310
70 グルメ 居酒屋 炭火や八 北中振3-23-5 072-835-7198
71 ショッピング フラワーショップ 花いちもんめ 北中振3-30-5 072-832-7487
72 ショッピング イトウ電化 北中振3-31-17 072-832-5051
73 美容・健康 枚方出前整体院 南中振2-40-28 090-1225-2404
74 ショッピング しごとぎや たまゆら 中振本店 南中振3-5-1 072-802-3811
75 ショッピング みなみ米穀店 新町1-7-45 072-841-2808
76 美容・健康 ポーラ ザ ビューティー 枚方店 新町1-10-5 N・Iビル2F 072-844-7756
77 美容・健康 小顔整体研究所 KSラボ 枚方新町店 新町1-10-8 ニチホス枚方ビル3F 072-894-7177
78 グルメ 喫茶 わお ラポール 新町2-1 ラポールひらかた1F 072-845-4360
79 グルメ CAFE H-Arts(カフェ ハーツ) 新町2-1-60 枚方市総合文化芸術センター1F 072-807-3745

80 ショッピング メガネ パリミキ  田宮店 田宮本町9-37 072-846-4510
81 美容・健康 POLA THE BEAUTY 枚方田宮店(ﾎﾟｰﾗ ｻﾞ ﾋﾞｭｰﾃｨｰ) 東田宮1-3-30 ラフォーレ1番館 072-844-3407
82 遊び・トラベル カラオケ喫茶 輪 東田宮1-8-13 072-846-1595
83 グルメ MogaJogaDining 枚方宿(ﾓｶﾞｼﾞｮｸﾞﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ) 堤町2-14 072-846-3535
84 美容・健康 頭痛専門 なごみ整体院 堤町5-16 050-5435-7492
85 グルメ ★mani café(マニ カフェ) 堤町8-15 072-396-0725
86 美容・健康 ●鍼灸・マッサージ 出張施術 Care Sunrise(ｹｱｻﾝﾗｲｽﾞ) 堤町8-15 mani café2F
87 ショッピング ポーランド食器 Blau-Berg(ブラウベルグ) 堤町10-24 鍵谷別館101 070-8375-0467
88 グルメ 天然酵母 ひねもすぱん 堤町10-24 鍵屋別館102 090-5963-0590
89 ショッピング 天然石ブレスレット KOTODAMAYA(ｺﾄﾀﾞﾏﾔ) 堤町10-24 鍵屋別館105 072-396-9122

岡本町・川原町・菊丘・中振・新町エリア

田宮・堤町・出口・走谷・三矢・伊加賀エリア

★マークは来店ポイント　　　●マークはポイント付与に条件あり
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■ポイントの有効期限は最終利用日から1年後の同日までです。
  ■有効期限はポイントの利用「貯める・使う」で更新されます。

90 ショッピング アクセサリーショップ Be in clover(ﾋﾞｰｲﾝｸﾛｰﾊﾞｰ) 堤町10-24 鍵屋別館201
91 グルメ 自家焙煎コーヒー KAORU COFFEE ROASTERY(ｶｵﾙ ｺｰﾋｰ ﾛｰｽﾀﾘｰ) 堤町10-24 鍵屋別館204 070-8484-3561
92 学ぶ・スクール 陶芸教室 ICHICARA(イチカラ) 堤町10-24 鍵屋別館301 080-3853-0852
93 グルメ 包み揚げピザ サンドフードカー ふーずキッチン 出口1-14-14 090-5645-6562
94 グルメ 米粉シフォン Lab.alley(ラボ・アリー) 出口3-3-4 090-6733-9807
95 暮らし・相談 地域情報誌 京阪ジャーナル社 出口3-37-12 072-834-5674
96 グルメ イタリアンCafe＆DiningY(ｶﾌｪｱﾝﾄﾞﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ ﾜｲ) 走谷2-31-1 BOUCLIER HIRAKATA2F 072-813-8050
97 グルメ クリームパン専門店 九十九堂本舗 工場直売所 走谷2-45-18 072-846-9910
98 グルメ 米粉シフォンケーキ専門店 MEGUMI 枚方元町6-37 080-9676-3926
99 美容・健康 レンタルサロンhoola(フーラ) 三矢町1-11-15 シャルム枚方

100 グルメ ムクの木ベーカリー 三矢町3-24 塩熊ビル1F 072-846-6162
101 グルメ Cafe&Restaurant CARAMELODIA(ｷｬﾗﾒﾛﾃﾞｨｱ) 朝日丘町2-2ｰ1F 072-808-8190
102 遊び・トラベル カラオケ＆喫茶 ふれんど 伊加賀寿町12-5 072-843-0025
103 グルメ 米粉ノンオイルシフォンケーキ alley(アリー) 伊加賀栄町14-20-16 090-6733-9807
104 グルメ 小政寿司 伊加賀栄町17-22 072-844-6285
105 住宅 防水工事・塗装・リフォーム 三協防水工業 伊加賀西町68-8 0120-841-576
106 グルメ フードカー ちぇべじｰず＆果ju 伊加賀東町5-26 090-1484-6666
107 グルメ たこ焼き・焼きそば 三代目たくちゃん 本店 伊加賀東町5-30 072-841-7288
108 グルメ 餃子の名前考え中 伊加賀東町5-30 090-1589-0141
109 グルメ パン アユート ウチヤマ 伊加賀東町5-32 072-846-2027
110 美容・健康 美容室 しるえっと 伊加賀東町5-36 072-843-0609
111 ショッピング ●ブティック チ・パンピアル 伊加賀東町6-1 072-844-7666
112 住宅 ●不動産 エンラージ株式会社 伊加賀本町10-8 072-804-4150

113 暮らし・相談 カミタケモータース 池之宮2-30-6 072-849-8111
114 学ぶ・スクール ビバスポーツアカデミー枚方 甲斐田町2-15 072-840-7800
115 ショッピング 車いす整備販売 ウイールズ 甲斐田東町28-5 072-396-9030
116 美容・健康 姿勢調整 KCSセンター枚方院(ｹｰｼｰｴｽｾﾝﾀｰ) 禁野本町1-5-15 有馬パレス禁野102 0120-471-931
117 ショッピング 椎葉村 アンテナショップ 椎葉村里人倶楽部 禁野本町1-8-8 072-808-8840
118 グルメ 唐揚げ専門店 鶏翔 禁野本町1-8-21 072-849-5533
119 グルメ ベーカリー＆カフェ Passo(パッソ) 禁野本町1-8-23 072-840-0078
120 グルメ まるげん製麺 禁野本町1-871 イズミヤ枚方店内 072-805-4649
121 ショッピング メガネ パリミキ 枚方店 禁野本町1-871 イズミヤ枚方店内 072-840-5368
122 暮らし・相談 リペアショップ TOPY枚方店(トピー) 禁野本町1-871 イズミヤ枚方店内 072-840-5811
123 ショッピング ウイッグ専門店 マーム 枚方店 禁野本町1-871 イズミヤ枚方店内 072-805-0606
124 グルメ 洋菓子 スイーツ+++(ﾌﾟﾗｽﾌﾟﾗｽﾌﾟﾗｽ) 禁野本町1-871 イズミヤ枚方店内 090-1961-0333
125 グルメ サーターアンダギーの店 Three-K(ｽﾘｰｹｰ) 禁野本町2-15-25
126 グルメ 韓国茶カフェ Cafe Cajjo(カフェ カジョ) 西禁野1-6-28 072-848-8481
127 ショッピング フラワーショップ 緑花生花 西禁野2-2-22-102 イズミヤ枚方横 072-840-3492
128 ショッピング 卸・小売 枚方ボーナス 西禁野2-2-22-103 イズミヤ枚方横 072-840-7000
129 ショッピング オーダーリメイク Fashion Salon M&M(ｴﾑｱﾝﾄﾞｴﾑ) 西禁野2-2-25 イズミヤ枚方横 072-848-4444
130 遊び・トラベル カラオケ喫茶 花月 西禁野2-2-25 イズミヤ枚方横 072-849-7710
131 ショッピング サイクル修理 かめや 西禁野2-5-7 072-848-0235
132 グルメ スイーツテイクアウト PLATTO FAVORI(ﾌﾟﾗｯﾄ ﾌｧｳﾞｫﾘ) 西禁野2-6-1 050-8883-8072
133 美容・健康 ヨガチタチタ 西禁野2-8-3 090-6662-2558
134 暮らし・相談 遺品整理 NPO法人 つなぐ 西禁野2-46-8 0120-840-192
135 住宅 住宅リフォーム フォワードBHL 桜丘町18-1 072-847-3366

池之宮・甲斐田・禁野・桜丘エリア

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　                      

◀ ◀ 協力店はひらポ公式HPからも確認できます。
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番号 カテゴリー 店舗名 店舗住所 店舗電話番号

136 ショッピング 寝具小売 Sleep smile(スリープスマイル) 新之栄町1-1 ルセリジェ101 072-894-7277
137 暮らし・相談 ポスティングのケイケイパートナーズ 新之栄町20-5-101 072-840-3002
138 暮らし・相談 福祉タクシー優(You) 須山町10-15 0120-995-997
139 美容・健康 美容室 PLUS(プラス) 須山町30-11 072-396-5344
140 グルメ 自家製麺うどん 麺正 出屋敷西町2-16-1 072-849-0202
141 グルメ お好み焼き・焼きそば 風の街 枚方店 出屋敷元町1-46-1 072-840-6507
142 住宅 ●広告看板 松田工芸社 堂山2-1-8 072-847-5251
143 ショッピング しごとぎや TAMAYURA 枚方堂山店(ﾀﾏﾕﾗ) 堂山3-45-2 072-807-3366
144 ショッピング 作業服 たまゆら 枚方南店 堂山東町7-11 072-849-0016
145 美容・健康 歓喜治療院 中宮西之町3-17 072-380-6998
146 グルメ ライブカフェバー シャイング 中宮西之町16-1 プレアール宮之阪B1F 072-894-8107
147 グルメ 居酒屋 フェリーチェ 季(トキ) 中宮西之町25-34 072-848-2818
148 美容・健康 リンパケア 心和(ナゴミ) 中宮東之町37-7 090-7884-0198
149 ショッピング レンタルボックス お店ごっこ枚方中宮モール 中宮本町3-3 072-840-1555
150 美容・健康 美と健康のお店 中宮ヒカリ店 中宮本町11-2 070-4155-9549
151 グルメ 菓匠 十久堂 中宮本町12-3 072-848-0444
152 ショッピング 駄菓子と手芸品 ハウスゆう 中宮山戸町7-23 072-848-7640
153 グルメ 喫茶 優(You) 都丘町2-9 070-6502-3456
154 暮らし・相談 クリーニング メルシーヌジャパン宮之阪店 宮之阪1-20-3 072-847-5847
155 ショッピング 宝石のタカセ マイリングスタジオ 宮之阪1-20-3-107 072-849-6767
156 学ぶ・スクール 就労継続支援B型 クオリアステラ 宮之阪1-22-10 上田ビル2F 072-805-3177
157 グルメ 和菓子・洋菓子 大黒屋 宮之阪店 宮之阪2-2-5 072-848-0200
158 グルメ 居酒屋部 宮之阪3-1-25 072-808-7787
159 遊び・トラベル レンタルスペース はぁたん家 宮之阪3-1-25-102 080-6134-2427
160 美容・健康 Hair Art あじさい(ヘアーアートあじさい) 宮之阪3-1-30 宮之阪郵便局下 090-2574-4270
161 美容・健康 ヨガ 自然サロン ととのう 宮之阪3-2-12 070-5437-1576
162 住宅 大倉畳店 宮之阪3-6-27 072-849-3933
163 住宅 不動産賃貸・管理 ニューふじ 宮之阪3-6-34 072-847-2537
164 グルメ コビトパン 宮之阪4-13-9 090-6379-1058
165 学ぶ・スクール コビト英語塾 宮之阪4-13-9 090-6379-1058

166 グルメ 創作料理 仁 大峰南町5-8 072-858-6797
167 美容・健康 サロン・ド・ぴゅあ 大峰南町14-21 072-896-0580
168 グルメ Pan de シャンボール 枚方 大峰南町15-28 072-858-8906
169 美容・健康 美容室 Giorno(ジョルノ) 大峰南町15-28 072-858-2575
170 グルメ 和菓子・洋菓子 大黒屋 大峰本店 大峰元町2-8-5 072-858-8552
171 ショッピング リカーショップ みなみで 春日東町2-1-1 072-859-0608
172 グルメ ペルー料理 Charo(チャロ) 春日元町1-31-1 090-8194-4470
173 グルメ いさみ寿司 春日元町2-4-1 072-858-7385
174 ショッピング ★ザ・だがし屋 春日元町2-17-3 072-858-8054
175 ショッピング ワールドリペア 尊延寺6-20-2-223 090-3864-9759
176 ショッピング 革雑貨 leather craft shop rinon(ﾚｯｻﾞｰｸﾗﾌﾄｼｮｯﾌﾟ ﾘﾉﾝ) 田口4-57-12 建築工房たつみ内 090-5246-3733
177 グルメ GOCHIHAN96 Hamburg&coffee(ｺﾞﾁﾊﾝｷｭｳﾛｸ ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ&ｺｰﾋｰ) 田口山2-31-1 072-807-6536
178 グルメ ポムの樹 枚方店 田口山2-33-1-15 072-851-3859
179 グルメ 定食屋 ずんべら屋 田口山2-33-12 072-836-2222

新之栄町・須山・出屋敷・堂山・中宮・宮之阪エリア

大峰・春日・田口・津田・長尾エリア

★マークは来店ポイント　　　●マークはポイント付与に条件あり



■ポイントの有効期限は最終利用日から1年後の同日までです。
  ■有効期限はポイントの利用「貯める・使う」で更新されます。

180 暮らし・相談 写真館 Taiyo Studio(タイヨウ スタジオ) 津田駅前1-12-14 072-859-5910
181 ショッピング リップスティック みかさや 津田駅前1-25-3-103 072-858-4454
182 グルメ 和菓子・洋菓子 大黒屋 JR津田駅前店 津田駅前1-26-5 エステル津田103 072-858-5825
183 グルメ そば重 津田駅前2-3-10 072-858-2424
184 ショッピング デンキとギフトのジャスト 津田北町1-33-7 072-859-8961
185 美容・健康 POLA THE BEAUTY 枚方津田店(ﾎﾟｰﾗ ｻﾞ ﾋﾞｭｰﾃｨｰ) 津田北町2-34-24 072-859-2499
186 住宅 ●不動産 ジャパンハウス 津田西町2-34-7 ウエストハイツ307 090-7554-6086
187 グルメ ハワイアンカフェ Cafe LuAna(ｶﾌｪ ﾙｱﾅ) 津田元町1-6-7-101 072-894-8028
188 美容・健康 シロヘナサロン微睡 津田元町2-63-4 090-1226-0593
189 遊び・トラベル ★スパバレイ枚方南 津田山手1-24-1 072-808-4126
190 グルメ ★吉泉食堂 津田山手2-3 津田サイエンスヒルズ津田サイエンスコア 072-808-3033
191 暮らし・相談 写真スタジオ ハート 長尾荒阪2-3206-1 072-864-1112
192 ショッピング バイクショップ MOTOWORK(ﾓﾄﾜｰｸ) 長尾家具町1-2-19 072-866-4643
193 グルメ 有楽すし 長尾家具町1-4-25 072-850-6100
194 ショッピング 家具の田辺 長尾家具町1-12-1 072-856-1230
195 ショッピング インテリア モリタ 長尾家具町2-4-16 072-850-2101
196 グルメ 炭火やきとり たか笑(TAKASHO) 長尾家具町2-5-18 072-868-4566
197 グルメ 焼きたてメロンパン べいく堂 長尾家具町2-5-24 072-850-5334
198 グルメ Cafe&dining R-56 長尾家具町2-12-20 072-380-3271
199 遊び・トラベル カラオケ喫茶＆スナック ドレミ 長尾家具町2-12-23 072-856-6767
200 美容・健康 ポーラ化粧品 ヌーベル・ボーテ 長尾家具町2-15-25 072-851-0197
201 ショッピング 自転車・バイク販売 YOU SHOP NAGAO(ﾕｰｼｮｯﾌﾟﾅｶﾞｵ) 長尾家具町2-15-54 072-850-1200
202 遊び・トラベル なごみ処 カラオケ 樹(イツキ) 長尾家具町2-15-58 072-807-6006
203 遊び・トラベル カラオケカフェ アン 長尾家具町2-15-128 090-6209-6599
204 美容・健康 ネイル・エステ・ヨガスタジオ ALOHANA(ｱﾛﾊﾅ) 長尾家具町2-15-129 072-200-3030
205 暮らし・相談 犬・猫トリミングサロン Petit queue(ﾌﾟﾃｨ ｸｰ) 長尾家具町2-16-21 090-1027-1100
206 グルメ 居酒屋浜ちゃん 長尾家具町2-17-8 072-868-0581
207 グルメ e-Sports Bar Good Game(ｲｰｽﾎﾟｰﾂﾊﾞｰ ｸﾞｯﾄﾞｹﾞｰﾑ) 長尾家具町2-17-9 070-8411-6260
208 グルメ HINA-PAIN(ヒナパン) 長尾家具町2-17-11 090-6738-8513
209 遊び・トラベル カラオケ 花ちゃん 長尾家具町3-7-47 072-868-8748
210 グルメ お菓子のお店 オッティラ 長尾台1-1-1-105 072-896-1788
211 ショッピング スマホコーティングマイスター 枚方長尾店 長尾台1-1-5 アモーレ長尾台1F 072-808-7224
212 暮らし・相談 パソコンサポート PAM(パム) 長尾台2-5-11 0120-264-158
213 グルメ たこやき はなれ 長尾台2-5-11-B 070-8442-9415
214 美容・健康 鍼灸 THALASSA(タラサ) 長尾台2-20-18 050-5435-2918
215 美容・健康 ビューティースタジオ eternel ノエビア(ｴﾀｰﾅﾙ) 長尾谷町1-104-57 072-850-5898
216 美容・健康 Hair Garden HAREL(ﾍｱｰｶﾞｰﾃﾞﾝ ﾊﾚﾙ) 長尾谷町3-17-24 072-396-2027
217 グルメ おばんざい ここ菜 長尾谷町3-17-26 072-894-7170
218 グルメ ヨーロッパ菓子 デリス 長尾谷町3-17-28 072-868-4046
219 グルメ 酒薬 神楽 長尾東町3-1-8 072-858-9090
220 グルメ ポン菓子 ポン吉 長尾東町3-56-35 090-6967-3496
221 ショッピング ●買取専門店 蔵屋橘 枚方長尾宮前店 長尾宮前2-22-29 072-845-4255
222 美容・健康 ビューティ甲斐 長尾宮前2-22-30 072-858-6276
223 グルメ 日本茶・喫茶・スイーツ販売 多田製茶 長尾元町1-40-1 072-857-6056
224 ショッピング ●フラワーショップ 時の花 長尾元町1-45-10 072-845-5343
225 ショッピング 洋服の病院 長尾店 長尾元町2-11-14 072-855-8950
226 ショッピング 天然素材のだし販売 グッドグッズ 長尾元町2-12-2-102 072-868-3773

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　                      

◀ ◀ 協力店はひらポ公式HPからも確認できます。
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ひらかたポイント協力店一覧  2022/6/1時点

番号 カテゴリー 店舗名 店舗住所 店舗電話番号

227 ショッピング 雑貨 MAHALO KOBO(マハロ コウボウ) 長尾元町2-25-7 072-896-6223
228 ショッピング ホリイ花店 長尾元町店 長尾元町2-25-7 MAHALO KOBO様駐車場 090-9543-3347
229 ショッピング ウィングスポーツ 長尾元町4-8-27 072-857-4412
230 美容・健康 ほぐし屋 SUN 長尾元町5-19-1 072-850-0208
231 グルメ たこ焼き・焼きそば 三代目たくちゃん 長尾駅前店 長尾元町5-21-10 090-3616-3549
232 美容・健康 美容室 Rooa(ルーア) 長尾元町6-2-15 072-855-2168
233 暮らし・相談 ダスキンレントオール枚方ステーション 野村中町5-20 072-808-5771
234 グルメ カフェレスト19ハウス 野村中町44-5 072-859-2918
235 美容・健康 こだま美容室 藤阪北町26-1 072-855-8652
236 ショッピング ホリイ花店 藤阪ハイツ店 藤阪西町 藤阪ハイツバス停前 090-9543-3347
237 ショッピング くだもの移動販売 藤田商店 藤阪西町 藤阪ハイツバス停前 090-6551-3217
238 ショッピング ●買取専門店 TMジャパン 藤阪店 藤阪西町3-6 090-7554-6086
239 美容・健康 リラクゼーション HONOBONO(ﾎﾉﾎﾞﾉ) 藤阪西町6-48 070-8434-4809
240 グルメ 串虎 枚方店 藤阪南町2-3-10 072-866-6193
241 グルメ 居酒屋 結 藤阪西町3-8 090-4645-5108
242 遊び・トラベル カラオケ喫茶 蛍 藤阪東町2-16-5 090-6281-7888
243 美容・健康 カイロプラクティックわに 藤阪東町3-5-29 072-859-0202
244 ショッピング クロス工事 洋服販売 リビングショップ たまき 藤阪東町3-7-25 072-859-3168
245 住宅 ●藤阪ガスセンター 藤阪元町3-32-10 072-855-4126
246 グルメ Good BBQ 山田池公園(ｸﾞｯﾄﾞ ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ) 山田池南町 山田池公園内 050-5213-8695

247 グルメ 焼きたてワッフル V&P(ブイ&ピー) 高田1-1-50 080-2558-8321
248 グルメ 創作寿司 まぐろ家まる 高田1-5-21 072-854-3001
249 グルメ 中国料理 唐膳 東香里店 高田1-5-21 072-860-0002
250 ショッピング ブティック Rose(ローズ) 高田2-3-7 072-853-1109
251 グルメ 家庭居酒屋 あわわっちゅ 高田2-6-14 090-5645-7370
252 グルメ 喫茶 けんちゃん 高田2-16-14-1F 080-6519-2050
253 ショッピング ミドリ電気 高田店 高田2-16-16 072-852-0889
254 グルメ 御菓子司 一力総本店 高田2-26-16 072-852-6336
255 グルメ スイス菓子バーゼル・レストラン リシャルツ 高田2-31-3 072-852-6051
256 グルメ ステーキ専門 移動販売 WALT(バルト) 高田2-31-3 スイス菓子バーゼル前 090-7110-7868
257 美容・健康 美容室 First Stage(ファースト ステージ) 香里園町5-20 平田ビル1F 072-832-9880
258 グルメ お好み焼 鉄板焼 こな壹 香里ケ丘3-11-3-1 072-854-0648
259 グルメ ドイツ菓子 ハイデ 香里ケ丘10-3463-16 072-832-2640
260 ショッピング 雑貨・教室・カフェ FROSCH(ﾌﾛｯｼｭ) 香里ケ丘11-1-13 070-5509-3932
261 グルメ からだにやさしいお食事 ふぁいん 東香里2-1-24 072-807-6367
262 グルメ パスタ旬彩ダイニング Passo(パッソ) 東香里2-1-26 大観堂ビル1F 072-845-6768
263 グルメ Cafe CHEZ MOI(カフェ シェ モア) 東香里新町1-26 072-852-7200
264 美容・健康 エステ リラクゼーション my room カフェシェモア店 東香里新町1-26 カフェシェモア 090-5364-0105
265 グルメ 喫茶 cafe・de・Mai(カフェ ド マイ) 東香里新町10-70 072-845-5119
266 ショッピング バザー・リサイクル NPO法人 エンジェルス 東香里新町11-18 072-852-8440
267 グルメ コーヒー焙煎ワーカーズ  珈琲工房まめ福 東香里元町14-19 072-854-3201
268 暮らし・相談 クリーニング 共栄ドライ 1丁目店 茄子作1-12-12 072-853-2737
269 美容・健康 美容室 a.FuN(ア.ファン) 茄子作1-40-28 072-845-4788
270 美容・健康 美容店 PADDOCK(パドック) 茄子作1-42-28 072-854-1538

長尾・野村・藤阪・山田池エリア

高田・香里・茄子作・星丘・宮之下・山之上エリア

★マークは来店ポイント　　　●マークはポイント付与に条件あり



■ポイントの有効期限は最終利用日から1年後の同日までです。
  ■有効期限はポイントの利用「貯める・使う」で更新されます。

271 住宅 ●外壁塗装 あおぞらペイント 茄子作1-43-28 0120-727-305
272 遊び・トラベル つるっと カラオケ店 茄子作3-28-46 072-808-7141
273 暮らし・相談 クリーニング 共栄ドライ 本店 茄子作3-32-16 072-853-0181
274 グルメ 居酒屋つる吉 茄子作3-32-26 072-807-0811
275 グルメ 飲食・雑貨店 worlds end(ﾜｰﾙｽﾞｴﾝﾄﾞ) 茄子作4-19-10-1F 072-860-7608
276 暮らし・相談 クリーニング 共栄ドライ 藤田川店 茄子作北町1-3 072-853-2181
277 グルメ 鮮魚店 みやうち 茄子作北町1-7 072-852-4037
278 グルメ 喫茶店 Coffee Shop ABC(ｺｰﾋｰｼｮｯﾌﾟｴｰﾋﾞｰｼｰ) 茄子作北町6-12 070-3270-3232
279 ショッピング 藤井米穀店 星丘2-2-45 072-840-1822
280 美容・健康 美容室 サロンドCoCo(ココ) 星丘2-3-32 072-848-0919
281 グルメ Cafe CIEL(カフェ シエル) 星丘2-48-7 072-848-7711
282 グルメ たこ焼き・焼きそば 三代目たくちゃん 星ヶ丘 星丘3-5-3 072-805-0312
283 美容・健康 リラクゼーションサロン Relief(レリーフ) 星丘4-21-10 ひかりハイツ105 072-807-8384
284 美容・健康 ★M&K施術院 宮之下町7-22 ABCセンター内 072-854-0128
285 ショッピング ★アトリエ 杉 宮之下町7-22 ABCセンター内 072-852-5213
286 ショッピング ★アメリカン雑貨 AM TOY HOUSE(ｴｲｴﾑ ﾄｲ ﾊｳｽ) 宮之下町7-22 ABCセンター内 050-3647-0620
287 遊び・トラベル カラオケ 白樺 宮之下町7-22 ABCセンター内 072-854-9651
288 遊び・トラベル カラオケ すず 宮之下町7-22 ABCセンター内 080-5303-2239
289 グルメ テイクアウト専門店 あげもん屋 BASE(ﾍﾞｰｽ) 宮之下町7-22 ABCセンター内 080-3931-3210
290 美容・健康 フラワー化粧品店 宮之下町7-22 ABCセンター内 072-854-4556
291 グルメ 喫茶＆スナック ゆき 宮之下町7-22 ABCセンター内 090-8204-4201
292 グルメ 喫茶店 ゲスト・ルーム 宮之下町7-22 ABCセンター内 072-853-3888
293 グルメ 居酒屋 けんちゃん店 宮之下町7-22 ABCセンター内 072-853-0081
294 ショッピング 小さな絵本ショップ ブックプランター 宮之下町7-22 ABCセンター内 090-9166-3740
295 グルメ ★串焼き・ちゅど～ん 宮之下町8-2 ABCセンター内 072-853-9489
296 グルメ ★焼き鳥 smart(スマート) 宮之下町8-2 ABCセンター内 072-845-5254
297 ショッピング メガネサロン シック 宮之下町8-2 ABCセンター内 072-852-4123
298 ショッピング 家具インテリア工房 KONOCO(コノコ) 宮之下町8-2 ABCセンター内 072-200-2891
299 グルメ 喫茶とBar福猫堂 宮之下町8-2 ABCセンター内 072-800-1440
300 美容・健康 ゼット美容室 山之上1-12-7 072-843-1517
301 美容・健康 ヘアーサロン かずのぶ 山之上2-16-8 072-896-5678
302 グルメ ★居酒屋 ポパイ商店 山之上2-16-9 090-8367-0208
303 グルメ 生麺焼そば こなひろ 山之上2-16-9 072-807-3150
304 ショッピング カザマランドセル 枚方ショールーム 山之上5-19-1 072-852-1717
305 グルメ 名産松阪肉料理 肉の松阪 山之上本店 山之上北町4-17 072-841-8088
306 グルメ やきとり一番 山之上店 山之上東町8-3 072-843-0200

307 美容・健康 Nailsalon Luana(ネイルサロン ルアナ) 上野1-2-14 050-3627-6684
308 グルメ Cafe meet(喫茶 カフェミート) 宇山町2-12 080-5711-9148
309 グルメ お好み焼き 幸 片鉾東町1-5 072-850-0234
310 グルメ メルシーベーカリー 上島町1-1 072-850-7156
311 グルメ クレープカカ 上島町4-18 090-8480-9225
312 住宅 ●新築・リフォーム シンセイ・トラスト 上島町5-20 072-380-4602
313 美容・健康 おしゃれサロン男爵 上島町8-11 072-868-8811
314 住宅 不動産 トラスティ飛鳥 上島東町13-15 072-864-0030
315 学ぶ・スクール ★きららパソコン教室 車塚1-1-1 輝きプラザきらら5F 050-3532-3733
316 ショッピング レンタルBOX sarkomama 中央図書館店 車塚2-1-1 枚方市中央図書館B1F 072-894-7877

上野・宇山・上島・車塚エリア

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　                      

◀ ◀ 協力店はひらポ公式HPからも確認できます。



ひらかたポイント協力店一覧  2022/6/1時点

番号 カテゴリー 店舗名 店舗住所 店舗電話番号

317 ショッピング 雑貨販売 TOMORROWS(トゥモロウズ) 交北1-22-4 072-395-0754
318 暮らし・相談 ★社会福祉法人美郷会 サービス付き高齢者向け住宅 フルール田ノ口 交北3-9-12 072-807-7050
319 グルメ ジェットコーヒー 交北4-580-20
320 グルメ カフェ333(サンサンサン) 交北4-588-3
321 グルメ 天津甘栗・焼いも 鴻池堂 高野道1-20-10 フォレオ枚方店頭 090-2040-7387
322 グルメ ★たこ焼き・焼きそば 三代目たくちゃん フォレオ店 高野道1-20-10 フォレオ枚方内 072-868-7717
323 グルメ メガクレープ  GO・2 フォレオ店 高野道1-20-10 フォレオ枚方店頭 090-9117-8156
324 暮らし・相談 印刷広告 プチクリエイト(株)TIM 黄金野1-2-1 072-850-4178
325 ショッピング 宝石・時計・メガネ 枚方マツバラ 御殿山町5-31 072-847-5406
326 グルメ キッチン モンテ・ラルゴ 御殿山南町3-53-105 072-808-8810
327 グルメ 自家製麺 宴 (ウタゲ) 招提大谷2-16-8 072-867-9939
328 遊び・トラベル ★天然温泉つくもの湯 極楽湯 枚方店 招提田近3-8-1 072-867-4126
329 グルメ 天ぷら・活魚 一休庵 招提中町1-28-30 090-8820-7535
330 グルメ 喫茶・レストラン イーグル 招提東町1-2-1 バイパスゴルフ内 072-851-1244
331 グルメ もんじゃ焼 山吉 枚方店 招提平野町8-26 シャンテー招提101 072-894-8100
332 暮らし・相談 ★ダスキンヘルスレント 枚方ステーション 招提平野町8-30 072-864-0771
333 グルメ ベーカリー ボン・フェスタン 招提南町2-19-1 072-856-2653
334 ショッピング バイク・自転車 アオキ輪業 招提南町3-11-7 072-868-0620
335 グルメ レストラン西本 招提元町1-38-15 072-866-0120
336 グルメ 肉の匠 大野屋本店 招提店 招提元町2-25-23 072-867-6429
337 ショッピング スポーツ自転車専門店 ジーンバイクス枚方 招提元町2-35-23 072-807-8762
338 美容・健康 フィットネススタジオ・脱毛サロン 美トレ塾SHAPES(ｼｪｲﾌﾟｽ) 渚南町26-28-102 072-392-5891
339 ショッピング 大西青果店 渚南町39-15 072-848-2530
340 ショッピング しごとぎや たまゆら 牧野店 西牧野1-1-3 072-868-9531
341 住宅 ●牧野ガスセンター 牧野阪2-2-1 072-857-2221
342 グルメ TAMU TAMU...BAUMKUCHEN FACTORY 牧野阪2-5-1 上羽ビル102 072-807-3233
343 グルメ 桜すし 牧野阪2-5-5-105 072-809-0101
344 グルメ 洋食店 BRASSERIE TAMU TAMU(ﾌﾞﾗｯｽﾘｰ ﾀﾑﾀﾑ) 牧野阪2-5-13 072-807-7233
345 グルメ 黒毛和牛 田蔵 牧野阪2-5-21 072-894-8829
346 グルメ 森のからあげ屋さん 牧野店 牧野阪2-7-31-1F 080-3120-8481
347 住宅 ●建築・リフォーム マルテンホーム 牧野阪2-7-38 072-856-5116
348 イベント ●牧野愛する商店会 牧野阪2-7-38 072-856-5116
349 グルメ 居酒屋 ももちゃん 牧野阪2-18-5 090-8378-6851
350 グルメ 晴れる家喫茶 牧野下島町2-8-101 072-808-8704
351 グルメ MUSIC&FOOD HOUSE X(ﾊｳｽ ｴｯｸｽ) 牧野下島町2-8-103 090-7347-7258
352 暮らし・相談 Dog Salon PEPE(ドッグサロン ペペ) 牧野下島町6-1-1 050-3442-4487
353 グルメ ふらんす菓子 まーだだよー82 牧野下島町8-11 072-850-8634
354 美容・健康 ネイル・脱毛サロン Total beauty Aleise(ｱﾚｰｽﾞ) 牧野下島町10-16 080-3783-5910
355 美容・健康 ビューティー・サロン アヤ 牧野下島町11-23 072-868-4540
356 グルメ カフェ ドリーム ファーム 牧野下島町13-13 090-3719-8067
357 美容・健康 かっとはうす れいら 牧野下島町16-2 072-855-5363
358 ショッピング 婦人服・雑貨 りぶ 牧野下島町16-7 072-866-2277
359 ショッピング ハンドメイド雑貨 わんぱくハウス 牧野下島町16-7 072-866-2262
360 グルメ ●麺・定食・一品 かか舎 牧野下島町16-9 072-836-5033
361 美容・健康 ヘアメイクサロン renaitre(ルネートル) 牧野下島町16-20 072-395-3035

交北・高野道・黄金野・御殿山・招提・渚・牧野・三栗・養父丘エリア

★マークは来店ポイント　　　●マークはポイント付与に条件あり



■ポイントの有効期限は最終利用日から1年後の同日までです。
  ■有効期限はポイントの利用「貯める・使う」で更新されます。

362 美容・健康 ★加藤鍼灸接骨院 牧野下島町18-5 072-809-0318
363 ショッピング タチバナ電器 牧野本町1-10-25 072-856-5564
364 ショッピング 婦人服 ロマン 牧野本町1-36-38 072-857-6643
365 グルメ N'cafe(エヌカフェ) 牧野本町2-2-9 072-395-7138
366 暮らし・相談 サンエスモータース 三栗1-2-14 072-851-6000
367 暮らし・相談 おそうじ本舗 枚方黄金野店 三栗1-28-49-103 072-858-7321
368 グルメ パティスリーラシーヌ 養父丘1-2-58 072-845-5519
369 ショッピング タバタ電機 養父丘1-2-59 072-855-5375
370 ショッピング 自転車屋 SS枚方(エスエスヒラカタ) 養父丘1-2-59 072-845-6674
371 グルメ 寿司  つるや 養父丘2-7-18 072-850-3456
372 学ぶ・スクール ●ストレッチ・自力整体・ヨガ STUDIO KOKORO(ｽﾀｼﾞｵ ｺｺﾛ) 養父西町16-10 072-866-5657
373 グルメ 持ち帰り弁当 本家かまどや 牧野高校前店 養父東町52-30 072-864-5011

374 グルメ あじ吉食堂(旧 あぶり屋) 北船橋町33-5 072-866-6575
375 グルメ ごはんダイニング Shin-Ka 511(ｼﾝｶ 511) 東船橋1-1-1 072-857-3770
376 暮らし・相談 西田自動車販売 本店 東船橋1-7-1 072-856-1612
377 暮らし・相談 西田自動車販売 南店 東船橋1-36-2 072-856-0505
378 グルメ 居酒屋 いつき 東船橋2-38-1 107 072-836-8299
379 グルメ BAKERY CAFE 小さなパン屋さん 東船橋1-58 080-9755-1632
380 グルメ テイクアウト弁当 あげもんや 東船橋1-58 080-9755-1632
381 グルメ 海鮮居酒屋 味人 東船橋1-88 シャルム船橋1F 072-850-8867
382 グルメ たこ焼き たいしょう 東船橋2-38-1 新センチュリー高山106 072-860-7742
383 美容・健康 枚方ふくろうの森整体院 東船橋2-151-3 072-864-1414
384 美容・健康 POLA lis blanc(ポーラ リ ブラン) 東船橋2-153-18 072-855-1505
385 グルメ イタリアン LIBERO KOTARO(ﾘﾍﾞﾛ ｺｰﾀﾛｰ) 船橋本町2-10-2-2F 072-855-9578
386 グルメ 旬感食楽あすなろ 船橋本町2-32-4 072-807-7987
387 ショッピング メガネ パリミキ くずは店 船橋本町2-53 072-868-0411
388 グルメ cafe&apero La tilleul(ラ ティユル) 船橋本町2-79-18 072-395-4077
389 グルメ 炭火焼鳥 八金亭 船橋店 船橋本町2-80 072-857-5992
390 グルメ Fluffy cafe(フラッフィ カフェ) 東山1-57-5 080-4494-6773
391 グルメ ラウンジ sorte(ソルテ) 東山1-62-11 072-850-0226
392 グルメ cafe sorte(カフェ ソルテ) 東山1-62-11 072-850-0226
393 グルメ ●喫茶店 陽だまりcafe(カフェ) 東山2-13 072-857-0809
394 グルメ からふるカフェ GENESIS 楠葉朝日1-6-3 072-807-3788
395 美容・健康 ★リラクゼーション ジプソフィラ 楠葉朝日1-6-5-2F 072-851-3737
396 グルメ まめのき珈琲 楠葉朝日1-6-10 072-855-1795
397 ショッピング 寝具 サニー 楠葉朝日1-6-15 072-850-8780
398 ショッピング 婦人服リビアン 楠葉朝日2-3-3 072-850-2388
399 暮らし・相談 フォトショップくずは 楠葉朝日3-1-7 072-857-2481
400 美容・健康 カットハウス 男爵 楠葉中町1-1 072-855-2389
401 美容・健康 美容室 felice(フェリーチェ) 楠葉中町1-1 072-850-5550
402 グルメ からあげ家 鶏福 楠葉中町1-2 072-864-1128
403 ショッピング 楠葉ふとん店 楠葉中町1-9 072-856-3967
404 ショッピング 婦人服 delusso(デ・ルッソ) 楠葉並木2-22-10 長沢ビル1F 072-850-8355
405 学ぶ・スクール パソステップくずは教室 楠葉並木2-22-10 長沢ビル106 072-868-3166
406 住宅 リフォーム にじいろホーム 楠葉並木2-25-9 072-808-6784
407 グルメ 和菓子 九十九堂 楠葉並木2-28-15 072-857-7035

船橋・東山・楠葉エリア

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　                      

◀ ◀ 協力店はひらポ公式HPからも確認できます。
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ひらかたポイント協力店一覧  2022/6/1時点

番号 カテゴリー 店舗名 店舗住所 店舗電話番号

408 美容・健康 足もみ専門店 若石サロン あしおと 楠葉野田1-19-10 072-896-5966
409 美容・健康 美容院 Gracias(グラシアス) 楠葉野田1-19-11 072-864-0551
410 グルメ イタリアン食堂 cavatappi30(ｶｳﾞｧﾀｯﾋﾟ30) 楠葉花園町3-10 072-800-1477
411 遊び・トラベル レンタルスペース あみん家 楠葉花園町3-12 ワレール楠葉301 080-6134-2427
412 グルメ お食事処 みわ家 楠葉花園町3-16 072-867-1128
413 ショッピング スマホスピタル くずはモール店 楠葉花園町15-1 くずはモール本館ミドリノモール3F 072-866-3301
414 遊び・トラベル レンタルスタジオソメル 町楠葉1-1-4 河原ビル2F 070-8459-1629
415 美容・健康 フェイシャルエステ ルーチェサロン 町楠葉1-3-5-201 B号室 072-850-8666
416 グルメ イタリアン DINING BAR BIBOBIBI(ﾋﾞﾎﾞﾋﾞﾋﾞ) 町楠葉1-3-9 エヌズビル1F 072-867-6151
417 住宅 アパマンショップ くずは店 町楠葉1-5-8 072-809-5552
418 グルメ イタリアン酒場 BAR BIANCO(ﾊﾞﾙ ﾋﾞｱﾝｺ) 町楠葉1-6-11 072-867-3556
419 美容・健康 ヘアーサロン リック 町楠葉1-6-11 072-868-0360
420 美容・健康 もりかわ巻き爪矯正院 町楠葉1-6-11 マルエス楠葉マンション103 072-845-6063
421 グルメ スイーツ 夜になったら星をみる 町楠葉1-6-11 マルエス楠葉マンション107 072-867-3556
422 グルメ 産直酒場 やまと 町楠葉1-6-21 コムフォート1F 072-807-8177
423 病院・医院・薬局 ★ドレミ薬局 町くずは店 町楠葉1-6-25 寺山ビル101 072-864-2929
424 美容・健康 整体 リフレクラブ 町楠葉1-9-20-205 072-855-0267
425 暮らし・相談 ブライダルサロン Blessing(ﾌﾞﾚｯｼﾝｸﾞ) 町楠葉1-12-6 グラッドボンドビル2F 072-807-8358
426 グルメ 創作和食ダイニング 暦 町楠葉1-22-34 072-851-0167
427 美容・健康 おんわ整骨院 町楠葉1-30-5 072-396-4230
428 美容・健康 枚方薄毛発毛ファクトリー 町楠葉1-30-5 おんわ整骨院2F 072-395-5235
429 グルメ お好み焼・たこ焼き あじさい 町楠葉1-31-2 072-857-9860
430 グルメ カフェ atelier VIE(アトリエ ヴィ) 南楠葉1-1-34 072-856-2355
431 グルメ パパイヤタイ食堂 南楠葉1-1-35 072-809-4600
432 ショッピング ソーイングブティック シャルム 南楠葉1-2-16 072-850-1362
433 ショッピング 豊島養蜂園 南楠葉1-2-17 072-868-3188
434 ショッピング 写真屋 やぐも 南楠葉1-3-3 072-845-4600
435 グルメ パンの店 Alfe(アルフェ) 南楠葉1-3-6 072-851-8539
436 美容・健康 まつ毛エクステ Eyeliss(アイリス) 南楠葉1-3-11 パレ楠葉201 072-855-5133
437 グルメ 味ごころ たていし 南楠葉1-6-8 072-856-5160
438 美容・健康 ★理髪店 Bar-Ber Step(ﾊﾞｰﾊﾞｰｽﾃｯﾌﾟ) 南楠葉1-8-7 072-866-1512
439 グルメ 手打ち蕎麦 崇祥 南楠葉1-8-8 072-808-8021
440 暮らし・相談 結婚相談所 リボーン 南楠葉1-14-4 072-896-5770
441 学ぶ・スクール 着付け教室 三都エンターサプライズ 南楠葉1-14-4 072-867-1253
442 グルメ 日本茶専門カフェ 茶の音 南楠葉1-14-4 072-867-1253
443 ショッピング Flower Salon：ONE-L(ﾌﾗﾜｰｻﾛﾝ ﾜﾝｴﾙ) 南楠葉1-14-12 マルエス3番館101 050-3503-1135
444 グルメ 鶏料理 鶏小路 南楠葉1-14-14 田原ビル1F 072-867-5420
445 グルメ panico. パニーニとコーヒー(パニコ) 南楠葉1-26-5 050-3637-0825
446 美容・健康 パーマ屋 猫のきまぐれ 南楠葉1-54-10 072-867-2987
447 美容・健康 ★ヘア＆フェイスサロン ヘアースタジオ ぱぺぽ 南楠葉2-4-3 072-850-9070

楠葉エリア

★マークは来店ポイント　　　●マークはポイント付与に条件あり
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