
箕面プレミアム商品券“ゆずる”　取扱店一覧 ＜別紙２＞

下記取扱店は、平成27年5月19日現在です。今後増える取扱店は市のホームページなどでお知らせします。

1
アイガン ミノオテン

メガネの愛眼　箕面店 粟生新家2-1-39 10:00～19:00 水曜日

2
カブシキガイシャ アオ テン

株式会社セイコー粟生店 粟生間谷西2-6-1-102 9:00～19:00 日曜日

3 ハルバル　インド　ヨガ 粟生間谷西2-6-2-101 10:00～22:00  1月1日

4
ノグチ サケテン

野口酒店 粟生間谷西2-6-2-102 9:00～20:00 月曜日

5 ベーカーショッププッペ粟生 粟生間谷西2-6-2-103 7:00～19:30 日曜日

6
ハナハナ

フローリスト花花 粟生間谷西2-6-2-105 10:00～19:00 不定休

7
ハクブンドウ ショテン

博文堂書店 粟生間谷西2-6-2-107 10:00～20:00 無休

8 ㈱ワタナベクリーニング 粟生間谷西2-6-2-108 10:00～19:00 なし

9 ヘアーサロン大和 粟生間谷西2-6-2-109 9:00～19:00
月曜日
第2火曜日
第3火曜日

10 ハリウッド美容室 粟生間谷西2-6-2-110 9:00～18:30 月曜日

11 久保歯科医院 粟生間谷西2-6-5-101
平日　9:30～12:00、14:00～20:00
土曜　 9:30～12:00、14:00～17:30

日曜・祝日

12
ドウ アオ マ タニ テン

キリン堂　粟生間谷店 粟生間谷西3-10-30 10:00～21:45 なし

13 有限会社　トップス 粟生間谷東1-32-20 10:00～19:00 日曜・祝日

14
ミノオ イシマルテン

サーバ箕面　石丸店 石丸2-16-13 10:00～21:00 なし

15
ワイズ　ノート

Y's Note 稲2-1-12 10:00～19:00 火曜日

16
ミノオ イマミヤ テン

サーバ箕面　今宮店 今宮4-10-54 10:00～20:00 なし

17
ウオセイスシ

魚精寿司 小野原西1-3-1 11:00～2:00、16:00～19:00 火曜日

18
カラダ ヤサ コウボウ オノハラ テン

体に優しいパン工房　アンリ　小野原店 小野原東5-1-27 8:00～19:00 月曜日

19
ハッピーライフ

Happy Life 小野原東5-19-24-103 9:00～19:00 不定休

20 まるかんショップはしもと　㈱はしもと 萱野2-2-27 9:00～18:00 日曜・祝日

21
アイハラ

相原サイクル 桜1-13-32 9:00～19:00 水曜日

22
モリガミ カナモノ テン

森上金物店 桜1-16-25 8:00～18:00 日曜・祝日

23
ドーナツデプト

Donuts Dept　桜井店 桜井1-1-1 11:00～18:00 火曜日

24 コインランドリー　チップ 桜井2-10-5　桜井市場内 6:00～21:00 なし

25
ヒラバヤシショテン

平林書店 桜井2-1-13 10:00～19:00 日曜日

26 メゾン　ド　ガトー　ミュール 桜井2-1-14 9:00～20:00 月曜日

27
オオチ ショウテン

大地商店 桜井2-1-18 8:00～20:00 不定休

28
ハトヤ

ブティックHATOYA 桜井2-2-1 10:00～19:00 なし

29 写真工房 桜井2-2-1 10:00～19:00 不定休

30 中華レストラン　くるま 桜井2-2-1 10:00～21:00 第2・4木曜日

31 フローリスト花よし 桜井2-2-1 9:30～19:00 木曜日

32
ハトヤ

ブティックHATOYA　駅前店 桜井2-2-3 11:00～19:00 なし

33
カラダ ヤサ コウボウ サクライテン

体に優しいパン工房　アンリ　桜井店 桜井2-2-6 8:00～20:00 なし

34
ショクジ ドコロ

お食事処　さくらい 桜井2-5-5
平日　 　11:30～14:00、17:30～24:00
祝休日　11:30～14:00、17:30～23:00

毎週水曜日

35 ハタナカ商店 桜井2-7-10 8:00～19:00 月曜日

36 ㈱ダイエー　グルメシティ桜井店 桜井2-9-33
1階　7:00～24:00
2階　9:00～21:00
3階10:00～20:00

なし

37
カラダ ヤサ コウボウ サクラガオカテン

体に優しいパン工房　アンリ　桜ケ丘店 桜ケ丘3-14-16 9:00～19:00 なし

事業所名
（店舗名）

所在地 営業時間 定休日
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38
ユウゲンガイシャ

有限会社　旭屋 瀬川2-12-7 9:00～18:00 日曜日

39
ハンキュウ ミノオテン

阪急オアシス箕面店 瀬川5-1-1 9:00～22:00 1月1日～3日

40 株式会社コジマ　コジマ×ビックカメラ箕面店 瀬川75-1-1 10:00～21:00 なし

41 青山商事㈱　洋服の青山　箕面店 西宿1-11-1 10:00～20:00 なし

42
ヤマザキ

ヘアーショップ山崎 西小路2-13-11 8:30～19:30
月曜日
第2火曜日
第3火曜日

43
カブシキガイシャジクウ　アート　クレエーション

株式会社JiKu Art Creation 西小路3-2-14 9:00～18:00 土・日・祝日

44 北摂瓦斯株式会社 西小路4-3-25 10:00～17:00 日曜・祝日

45
ヤキニク

yakiniku キッチン　あさちゃん 西小路4-4-33
11:30～15:00
17:00～23:00（22:00 LO）

月曜日

46
カラダ ヤサ コウボウ マキオチテン

体に優しいパン工房　アンリ　牧落店 西小路5-1-5 9:00～19:00 火曜日

47 café de 10番　箕面市役所前 西小路5-4-15 9:00～21:00 毎月10日

48
オンカシ ヅカサ キッコウ ドウ

御菓子司　亀甲堂 西小路5-4-22 9:00～19:00 水曜日

49 綜合メディカル株式会社 如意谷2-10-35 9:00～17:45 年末年始

50
テヅク ミセ

手造りハンバーグの店 白島2-28-7
11:00～14:00
17:30～21:00

なし

51
コノ ヤ テン

お好み焼き店「せんしゅう」 坊島1-2-4
平日　 11:30～14:00、17:30～21:00
土日祝11:30～21:00

月曜日

52
ドウ ボウノシマテン  

キリン堂　坊島店 坊島1-2-50 10:00～21:45 なし

53 株式会社モリタ 坊島4-1-1
月～金　７:00～18:00
　土　　　7:00～12:00

土曜日午後
日曜・祝日

54
ドーナツデプト

DONUTS DEPT　牧落店 牧落1-19-19 10:00～18:00 火曜日

55
ホクセツ

北摂ワインズ 牧落1-19-19 11:00～20:00
火曜日
第3日曜日
第3月曜日

56
パン　ド　ウラヤ

Pain de Uraya 牧落3-2-22　林ビル1階 10:00～18:00 不定休

57
カフェ　パレット

Café Palette 牧落3-6-8
平日　　　　10:00～17:00
金土祝日　10:00～22:00

不定休

58
ピーファクトリー カブシキガイシャ ハンキュウミノオテン

P-FACTORY株式会社　クーズコンセルボ阪急箕面店 箕面1-1-45　阪急セブン1階 6:40～20:30 不定休

59
イエ

リラクゼーション「さやの家」 箕面1-2-9　エイコービル1階 10:00～19:00 月曜日

60 オーミナミ垣内輪業 箕面2-1-30 9:00～19:00 木曜日

61
ナカイ ショウカイ

中井商会 箕面2-1-32 9:00～19:30 木曜日

62
ヨウフク ビョウイン ミノオテン

洋服の病院　箕面店 箕面5-11-11 10:00～19:00 木曜・祝日

63 有限会社タケナカ 箕面5-13-31 9:00～18:30
日曜・祝日
第2、4土曜日

64
イット ミノオテン

セレクトショップI・T　箕面店 箕面6-1-12 10:00～19:00 なし

65
ミノオ エキマエセイコツイン

箕面駅前整骨院 箕面6-2-5　みのおサンプラザ2号館2階

月～金　9:00～12:00
         16:00～20:00
（月・木のみ22時まで）
土曜日　8:00～12:00

日曜・祝日

66
コウワ デンキ カブシキガイシャ

光和電気株式会社 箕面6-3-1　みのおサンプラザ1号館 10:00～18:30 木曜日

67
セイカツ オウエンダン

生活応援団 箕面6-3-1　みのおサンプラザ1号館1階 10:00～18:00 第３日曜日

68 フジメイト 箕面6-3-1　みのおサンプラザ1号館1階 10:30～18:30 日曜日

69 ブティック　ハヤシ 箕面6-3-1-101 10:00～19:00 木曜日

70
ニク

肉のサンエイ 箕面6-3-1-103 7:00～19:00 木曜日

71
ユウゲンガイシャショウエイドウ ミノオ

有限会社勝栄堂　箕面ベニヤ 箕面6-3-1-109 10:00～18:30
木曜日
第2日曜日
第3日曜日

72 ポップ 箕面6-3-1-110 10:00～18:00 木曜日

73
キッサ コ

喫茶　木だち 箕面6-3-1-114 9:00～18:30 木曜・日曜日
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74
ミタニ ヤ ヨウフク テン

三谷屋洋服店 箕面6-3-1-115 10:00～19:00 毎週木曜日

75
エンジェル　ドッグ

Angel Dog 箕面6-3-1-120 9:30～19:00
毎週木曜日
第3水曜日

76 ブティック　ディディ 箕面6-3-1-121 11:00～18:00 木曜・日曜日

77
ワダ サケテン

和田酒店 箕面6-3-1-123 11:00～19:00 木曜日

78
カブシキガイシャ テン

メガネのタナカチェーン株式会社みのおサンプラザ店 箕面6-3-1-130 9:30～18:30 木曜日

79 マイクローゼット　エマ 箕面6-3-1-137みのおサンプラザ1号館1階 10:00～18:30 日曜日

80
イッ セイドウ ヤッキョク

一誠堂薬局 箕面6-3-1-202 9:00～20:00 日曜・祝日

81
ビヨウシツ

ル・ジャルダン美容室 箕面6-3-1-206 10:00～19:00

毎週月曜日
第2火曜日
第3火曜日
（5月と11月は第3木曜日
も休業します）

82 ドライバーホース 箕面6-3-1-212 9:30～19:00 木曜日

83
シング タチバナ

寝具の立花 箕面6-3-1みのおサンプラザ1号1階 10:00～18:00 木曜日

84
ジェイ　ハウス

J-HOUSE 箕面6-3-1みのおサンプラザ1号館 10:00～19:00 第1、第3木曜日

85
スイレン

翠蓮 箕面6-4-23
11:30～15:00
17:00～22:00

不定休

86 ピッコロみのお店 箕面6-4-24　（サンクスみのお1階) 10:00～20:00 月曜日

87 メガネのサンクス 箕面6-4-24　みのおビル2階 10:00～18:30
毎週水曜日
第2・3火曜日


