
店舗名 郵便番号 住所

茨木島三丁目 5670854 大阪府茨木市島三丁目９番９号　　　　　　　　　　　　　　　　　　

羽曳野白鳥 5830856 大阪府羽曳野市白鳥２丁目５番１号　　　　　　　　　　　　　　　　

河内長野高向東 5860036 大阪府河内長野市高向６４２－１　　　　　　　　　　　　　　　　　

ミナミ河内長野高向 5860036 大阪府河内長野市高向７３６－１　　　　　　　　　　　　　　　　　

河内長野木戸 5860001 大阪府河内長野市木戸一丁目　　　３２番８号　　　　　　　　　　　

小浦貝塚加神 5970071 大阪府貝塚市加神１－９－５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

小浦貝塚市役所前 5970071 大阪府貝塚市加神１丁目６番２６号　　　　　　　　　　　　　　　　

和泉橋本 5970043 大阪府貝塚市橋本３７１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

貝塚二色 5970091 大阪府貝塚市二色１丁目１番６５号　　　　　　　　　　　　　　　　

貝塚半田 5970033 大阪府貝塚市半田１丁目２－１１　　　　　　　　　　　　　　　　　

貝塚麻生中 5970081 大阪府貝塚市麻生中１０１５番地１　　　　　　　　　　　　　　　　

岸和田三田町北 5960808 大阪府岸和田市三田町　　　　　　４００番地の２１　　　　　　　　

岸和田流木東 5960835 大阪府岸和田市流木町３２５番地１　　　　　　　　　　　　　　　　

幾野四丁目 5760054 大阪府交野市幾野４－１８－５　　　　　　　　　　　　　　　　　　

星田駅東 5760016 大阪府交野市星田５丁目７番１５号　　　　　　　　　　　　　　　　

高石駅前 5920014 大阪府高石市綾園一丁目１１番２号　　　　　　　　　　　　　　　　

羽衣駅西 5920002 大阪府高石市羽衣１丁目１４番　　１０号　　　　　　　　　　　　　

高槻浦堂 5691027 大阪府高槻市浦堂２－１２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

高槻川西町一丁目 5691133 大阪府高槻市川西町１－２２－２７　　　　　　　　　　　　　　　　

鳥取南 5990204 大阪府阪南市鳥取４７４－２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

阪南尾崎町五丁目 5990201 大阪府阪南市尾崎町５丁目１４－８　　　　　　　　　　　　　　　　

堺榎元町 5900027 大阪府堺市堺区榎元町５丁６ー１１　　　　　　　　　　　　　　　　

堺錦綾町 5900006 大阪府堺市堺区錦綾町２－３－１６　　　　　　　　　　　　　　　　

堺南清水町 5900005 大阪府堺市堺区南清水町２丁３－１　　　　　　　　　　　　　　　　

堺上 5938311 大阪府堺市西区上９７－４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

堺鳳西町二丁 5938326 大阪府堺市西区鳳西町２丁７６番地３　　　　　　　　　　　　　　　

ＪＲ鳳駅前 5938324 大阪府堺市西区鳳東町一丁７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ベルランド総合病院 5998247 大阪府堺市中区東山５００－３　　　　　　　　　　　　　　　　　　

京屋東山 5998247 大阪府堺市中区東山５６５－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

堺堀上町 5998262 大阪府堺市中区八田北町４８１－１　　　　　　　　　　　　　　　　

白鷺駅前 5998107 大阪府堺市東区白鷺町１－２－１２　　　　　　　　　　　　　　　　

堺美原黒山 5870002 大阪府堺市美原区黒山６９番１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

美原今井 5870061 大阪府堺市美原区今井７７番１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

堺東浅香山 5918008 大阪府堺市北区東浅香山町２丁　　３４８－１　　　　　　　　　　　

ＪＲ堺市駅前 5918043 大阪府堺市北区北長尾町１－７－６　　　　　　　　　　　　　　　　

堺北長尾町 5918043 大阪府堺市北区北長尾町八丁　　　１番１９号　　　　　　　　　　　

四條畷しとみや 5750042 大阪府四條畷市蔀屋本町１３－１１　　　　　　　　　　　　　　　　

四條畷中野西 5750055 大阪府四條畷市西中野一丁目　　　１０番１号　　　　　　　　　　　

四條畷中野 5750053 大阪府四條畷市大字中野１１２－１　　　　　　　　　　　　　　　　

大日東 5700015 大阪府守口市梶町１－１９－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

菊水通二丁目 5700032 大阪府守口市菊水通２－８－１４　　　　　　　　　　　　　　　　　

西三荘 5700031 大阪府守口市橋波東之町１ー３ー８　　　　　　　　　　　　　　　　

守口金田町一丁目 5700011 大阪府守口市金田町１丁目３－１２　　　　　　　　　　　　　　　　

守口金田町二丁目 5700011 大阪府守口市金田町２丁目１－２２　　　　　　　　　　　　　　　　



守口佐太中町二丁目 5700002 大阪府守口市佐太中町２ー２ー２９　　　　　　　　　　　　　　　　

守口大庭 5700009 大阪府守口市大庭町１－１－３　　　　　　　　　　　　　　　　　　

守口東郷通 5700041 大阪府守口市東郷通１丁目　　　　７番１２号　　　　　　　　　　　

守口南寺方東通 5700043 大阪府守口市南寺方東通３丁目１５番２１号　　　　　　　　　　　　

守口八雲東町 5700021 大阪府守口市八雲東町一丁目２１番２８号　　　　　　　　　　　　　

松原新堂四丁目 5800015 大阪府松原市新堂４丁目１５９番１　　　　　　　　　　　　　　　　

近鉄河内天美駅前 5800033 大阪府松原市天美　南３丁目　　　１５－４５　　　　　　　　　　　

江坂駅北 5640063 大阪府吹田市江坂町１－１３－４１　　　　　　　　　　　　　　　　

豊津駅前 5640073 大阪府吹田市山手町　　　　　　　２－６－３－１０１　　　　　　　

吹田朝日が丘町 5640083 大阪府吹田市朝日が丘町１６－５　　　　　　　　　　　　　　　　　

摂津新在家一丁目 5660055 大阪府摂津市新在家１－２７－２３　　　　　　　　　　　　　　　　

摂津別府 5660046 大阪府摂津市別府３丁目１９－３　　　　　　　　　　　　　　　　　

泉佐野羽倉崎 5980037 大阪府泉佐野市羽倉崎上町　　　　１－４－２５　　　　　　　　　　

泉佐野高松東 5980012 大阪府泉佐野市高松東２－２－１３　　　　　　　　　　　　　　　　

泉佐野俵屋 5980006 大阪府泉佐野市市場西１丁目　　　３６６番１　　　　　　　　　　　

泉佐野中庄 5980002 大阪府泉佐野市中庄１２番地の１　　　　　　　　　　　　　　　　　

泉佐野日根野 5980021 大阪府泉佐野市日根野２１２１－１　　　　　　　　　　　　　　　　

泉大津宮町 5950013 大阪府泉大津市宮町１－７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

泉大津虫取町 5950037 大阪府泉大津市虫取町１－４－３３　　　　　　　　　　　　　　　　

泉大津東港町 5950051 大阪府泉大津市東港町１５－１８　　　　　　　　　　　　　　　　　

泉大津北豊中町 5950012 大阪府泉大津市北豊中町　　　　　１－６－３４　　　　　　　　　　

熊取紺屋 5900412 大阪府泉南郡熊取町紺屋２丁目　　１０３４－１（地番）　　　　　　

泉南幡代北 5900524 大阪府泉南市幡代１丁目３番１７号　　　　　　　　　　　　　　　　

忠岡東一丁目 5950805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東１丁目　２２番２５号　　　　　　　　　　

小浦忠岡北 5950811 大阪府泉北郡忠岡町忠岡北２丁目　８番１８号　　　　　　　　　　　

狭山市役所前 5890005 大阪府大阪狭山市狭山１丁目　　　８９６－１　　　　　　　　　　　

アベノセンタービル 5450052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１－５－３６アベノセンタービル地下２

あべのポンテ 5450051 大阪府大阪市阿倍野区旭町２丁目　１－２　　　　　　　　　　　　　

松崎町 5450053 大阪府大阪市阿倍野区松崎町　　　３丁目１４番１２号　　　　　　　

新森七丁目 5350022 大阪府大阪市旭区新森７丁目　　　５－３５　　　　　　　　　　　　

八幡屋商店街西 5520014 大阪府大阪市港区八幡屋　　　　　１丁目１５－８　　　　　　　　　

此花島屋 5540024 大阪府大阪市此花区島屋　　　　　２－１０－３　　　　　　　　　　

あびこ駅西 5580015 大阪府大阪市住吉区我孫子西　　　２－３－２４　　　　　　　　　　

我孫子東二丁目 5580013 大阪府大阪市住吉区我孫子東　　　２－６－２４　　　　　　　　　　

ＭＹＳ杉本町駅前 5580023 大阪府大阪市住吉区山之内　　　　３－２－３　　　　　　　　　　　

ＭＹＳ杉本町 5580023 大阪府大阪市住吉区山之内４丁目　１－１エミネンスパレス　　　　　

上住吉二丁目 5580046 大阪府大阪市住吉区上住吉二丁目　１２－５　　　　　　　　　　　　

我孫子道駅前 5580033 大阪府大阪市住吉区清水丘　　　　２－３３－１５　　　　　　　　　

帝塚山中一丁目 5580053 大阪府大阪市住吉区帝塚山中１丁目２－２１　　　　　　　　　　　　

南港口 5590031 大阪府大阪市住之江区南港東　　　１－５－１１　　　　　　　　　　

ＡＴＣ 5590034 大阪府大阪市住之江区南港北　　　２－１－１０　　　　　　　　　　

住之江平林南 5590025 大阪府大阪市住之江区平林南２丁目１２番３２号　　　　　　　　　　

関目一丁目 5360008 大阪府大阪市城東区関目１丁目２－７　　　　　　　　　　　　　　　

城東今福東 5360002 大阪府大阪市城東区今福東１丁目　１０－２０　　　　　　　　　　　

東中浜六丁目 5360023 大阪府大阪市城東区東中浜６丁目１６－２９　　　　　　　　　　　　



桃谷駅東 5440033 大阪府大阪市生野区勝山北１丁目　２－３　　　　　　　　　　　　　

生野巽中一丁目 5440013 大阪府大阪市生野区巽中１丁目２２番２５号　　　　　　　　　　　　

新町二丁目 5500013 大阪府大阪市西区新町２丁目２０－８　　　　　　　　　　　　　　　

花園南二丁目 5570015 大阪府大阪市西成区花園南　　　　２－２－３０　　　　　　　　　　

新今宮駅前 5570016 大阪府大阪市西成区花園北　　　　１－１－８　　　　　　　　　　　

西成区役所前 5570041 大阪府大阪市西成区岸里　　　　　２－２－２７　　　　　　　　　　

岸里東二丁目 5570042 大阪府大阪市西成区岸里東２丁目　６－１　　　　　　　　　　　　　

玉出西 5570045 大阪府大阪市西成区玉出西　　　　１－１３－１　　　　　　　　　　

山王動物園前 5570001 大阪府大阪市西成区山王１丁目　　１７－６　　　　　　　　　　　　

西成松二丁目 5570034 大阪府大阪市西成区松２－８－２６　　　　　　　　　　　　　　　　

西成松 5570034 大阪府大阪市西成区松３－１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　

聖天下二丁目 5570012 大阪府大阪市西成区聖天下　　　　２－１１－８　　　　　　　　　　

天下茶屋 5570052 大阪府大阪市西成区潮路１－１－３　　　　　　　　　　　　　　　　

天下茶屋一丁目 5570014 大阪府大阪市西成区天下茶屋１－２９－２１　　　　　　　　　　　　

天下茶屋三丁目 5570014 大阪府大阪市西成区天下茶屋３丁目２８－１６　　　　　　　　　　　

西淀川御幣島 5550012 大阪府大阪市西淀川区御幣島１－１２－２９　　　　　　　　　　　　

大正小林西 5510013 大阪府大阪市大正区小林西１丁目１４番３１号　　　　　　　　　　　

泉尾一丁目 5510031 大阪府大阪市大正区泉尾１－４－４　　　　　　　　　　　　　　　　

泉尾三丁目 5510031 大阪府大阪市大正区泉尾３丁目　　２－１　　　　　　　　　　　　　

大正北村 5510032 大阪府大阪市大正区北村　　　　　１－１８－６　　　　　　　　　　

内久宝寺町三丁目 5400013 大阪府大阪市中央区内久宝寺町３丁目４番４号　　　　　　　　　　　

南船場一丁目 5420081 大阪府大阪市中央区南船場１丁目　４－２５　ヨロトビルディング　　

天王寺公園茶臼山 5430063 大阪府大阪市天王寺区茶臼山町　　１番３号　　　　　　　　　　　　

京橋 5340023 大阪府大阪市都島区都島南通り　　２－１４－１７杉本ビル１Ｆ　　　

片町二丁目 5340025 大阪府大阪市都島区片町２丁目　　４－６　ウエムロプラザ　　　　　

桑津五丁目 5460041 大阪府大阪市東住吉区桑津　　　　５丁目１－２　　　　　　　　　　

桑津一丁目 5460041 大阪府大阪市東住吉区桑津　　　　一丁目８番５号　　　　　　　　　

東今里一丁目 5370011 大阪府大阪市東成区東今里１－５－２５　　　　　　　　　　　　　　

東淀川瑞光 5330005 大阪府大阪市東淀川区瑞光２－９－２７　　　　　　　　　　　　　　

菅原二丁目 5330022 大阪府大阪市東淀川区菅原　　　　２－６－１３　　　　　　　　　　

菅原北公園前 5330022 大阪府大阪市東淀川区菅原七丁目　１４番１３号　　　　　　　　　　

アムト相川駅前 5330007 大阪府大阪市東淀川区相川　　　　２－２０－１０　　　　　　　　　

東淡路 5330023 大阪府大阪市東淀川区東淡路　　　４－３３－２０　　　　　　　　　

豊里七丁目 5330013 大阪府大阪市東淀川区豊里　　　　７－３１－２４　　　　　　　　　

加美駅南 5470004 大阪府大阪市平野区加美鞍作　　　１丁目４番１号　　　　　　　　　

加美北三丁目 5470001 大阪府大阪市平野区加美北　　　　３－１－３　　　　　　　　　　　

喜連西六丁目 5470026 大阪府大阪市平野区喜連西六丁目　２番７５号　　　　　　　　　　　

中之島五丁目 5300005 大阪府大阪市北区中之島５丁目　　３－９２　ルイシャトレ中之島　　

長柄 5310061 大阪府大阪市北区長柄西２－８－１　　　　　　　　　　　　　　　　

新ダイビル 5300004 大阪府大阪市北区堂島浜１丁目　　２－１　　　　　　　　　　　　　

南森町駅前 5300054 大阪府大阪市北区南森町　　　　　２－３－３５　　　　　　　　　　

西梅田 5300001 大阪府大阪市北区梅田２丁目　　　１－１８　　　　　　　　　　　　

淀川加島 5320031 大阪府大阪市淀川区加島１丁目　　５０番２０号　　　　　　　　　　

十三本町 5320024 大阪府大阪市淀川区十三本町　　　１－９－２１　　　　　　　　　　

神崎川駅東 5320033 大阪府大阪市淀川区新高６丁目　　１４－１４　　　　　　　　　　　



新北野三丁目 5320025 大阪府大阪市淀川区新北野　　　　３－６－１４　　　　　　　　　　

元町二丁目 5560016 大阪府大阪市浪速区元町２－１－３　　　　　　　　　　　　　　　　

大国町 5560013 大阪府大阪市浪速区戎本町１丁目７－１９　　　　　　　　　　　　　

難波中 5560011 大阪府大阪市浪速区難波中　　　　１－１８－１６　　　　　　　　　

難波中二丁目 5560011 大阪府大阪市浪速区難波中２丁目５－８　　　　　　　　　　　　　　

難波中南 5560011 大阪府大阪市浪速区難波中３丁目　９－５　　　　　　　　　　　　　

浪速敷津東 5560012 大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目８番１９号　　　　　　　　　　　　

四条畷駅前 5740001 大阪府大東市学園町３番４号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大東三住町 5740027 大阪府大東市三住町９番１９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

中村野崎駅前 5740015 大阪府大東市野崎１－１－１０　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東大阪衣摺 5770827 大阪府東大阪市衣摺２丁目　　　　１４番６号　　　　　　　　　　　

東大阪横小路 5798063 大阪府東大阪市横小路町５丁目６番３４号　　　　　　　　　　　　　

東花園駅前 5780924 大阪府東大阪市吉田６－２－５５　　　　　　　　　　　　　　　　　

吉田駅南 5780982 大阪府東大阪市吉田本町　　　　　３丁目５－１７　　　　　　　　　

東大阪玉串町西 5780934 大阪府東大阪市玉串町西３丁目３番３０号　　　　　　　　　　　　　

東大阪御厨栄町 5770036 大阪府東大阪市御厨栄町２丁目５番１７号　　　　　　　　　　　　　

東大阪森河内西 5770061 大阪府東大阪市森河内西一丁目　　６番１８号　　　　　　　　　　　

西堤本通西 5770046 大阪府東大阪市西堤本通西　　　　３丁目３－１６　　　　　　　　　

京屋池島町 5798064 大阪府東大阪市池島町３－２－４０　　　　　　　　　　　　　　　　

近鉄布施駅前 5770056 大阪府東大阪市長堂一丁目　　　　１番１７号　　　　　　　　　　　

東大阪南荘町 5798024 大阪府東大阪市南荘町３－２０　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東大阪機械卸業団地 5780965 大阪府東大阪市本庄西３丁目１－１　　　　　　　　　　　　　　　　

東大阪六万寺町 5798061 大阪府東大阪市六万寺町二丁目　　４番２号　　　　　　　　　　　　

太子町山田 5830992 大阪府南河内郡太子町山田　　　　２８８－１　　　　　　　　　　　

八尾春日町 5810061 大阪府八尾市春日町１丁目　　　　８番２８号　　　　　　　　　　　

八尾水越 5810854 大阪府八尾市大竹一丁目１３６番　　　　　　　　　　　　　　　　　

八尾天王寺屋 5810025 大阪府八尾市天王寺屋７丁目１７番　　　　　　　　　　　　　　　　

八尾南小阪合町 5810019 大阪府八尾市南小阪合町二丁目　　１番８号　　　　　　　　　　　　

北久宝寺一丁目 5810071 大阪府八尾市北久宝寺１丁目　　　４番１２号　　　　　　　　　　　

富田林錦織北 5840066 大阪府富田林市錦織北三丁目　　　１番２３号　　　　　　　　　　　

豊中旭丘 5600014 大阪府豊中市熊野町１－１－１２　　　　　　　　　　　　　　　　　

豊中春日町 5600052 大阪府豊中市春日町４－４－１３　　　　　　　　　　　　　　　　　

豊中少路 5600004 大阪府豊中市少路２丁目３－２０　　　　　　　　　　　　　　　　　

庄内宝町三丁目 5610836 大阪府豊中市庄内宝町３－１０－７　　　　　　　　　　　　　　　　

名神豊中インター 5610843 大阪府豊中市上津島１丁目５番　　１７号　　　　　　　　　　　　　

豊中千成 5610829 大阪府豊中市千成町２－８－１６　　　　　　　　　　　　　　　　　

曽根南町 5610804 大阪府豊中市曽根南町１－１５－５　　　　　　　　　　　　　　　　

豊中中桜塚 5610881 大阪府豊中市中桜塚３－３－６　　　　　　　　　　　　　　　　　　

豊中長興寺 5610874 大阪府豊中市長興寺南１－３－８　　　　　　　　　　　　　　　　　

豊中長興寺北 5610875 大阪府豊中市長興寺北３丁目　　　１番１号　　　　　　　　　　　　

豊中島江町 5610826 大阪府豊中市島江町１－２－１８　　　　　　　　　　　　　　　　　

アクアくずは 5731121 大阪府枚方市楠葉花園町１２－５　　　　　　　　　　　　　　　　　

箕面新稲 5620005 大阪府箕面市新稲５－１－２８　　　　　　　　　　　　　　　　　　

箕面森町 5630257 大阪府箕面市森町中１丁目１－４３　　　　　　　　　　　　　　　　

門真宮前町 5710074 大阪府門真市宮前町１８番２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　



門真古川町 5710031 大阪府門真市古川町１－２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

門真上島町 5710071 大阪府門真市上島町１７－２１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大和田駅前 5710063 大阪府門真市常称寺町１９－１８　　　　　　　　　　　　　　　　　

和泉王子町一丁目 5940004 大阪府和泉市王子町一丁目２－２４　　　　　　　　　　　　　　　　

和泉室堂町 5941101 大阪府和泉市室堂町４８４－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

光明池南 5941101 大阪府和泉市室堂町６０８番地２６　　　　　　　　　　　　　　　　

和泉伯太町 5940023 大阪府和泉市伯太町４３０－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

和泉府中町一丁目 5940071 大阪府和泉市府中町１丁目９－５　　　　　　　　　　　　　　　　　

和泉箕形町二丁目 5940042 大阪府和泉市箕形町二丁目１番　　１５号　　　　　　　　　　　　　
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