
店舗名 住所 電話番号 業種 営業時間 定休日 コメント

旬彩和食　紅葉 箕面公園1-10 072-723-5525 和食

11:30-22:00

（夜営業は要予

約）

不定休

緑に囲まれた箕面国定公園にある居心地のよい隠れ家のような和食店。旬

の野菜をいろいろ取り入れた、季節を感じてもらえる彩りがきれいなお料

理を是非召し上がって下さい。新緑の季節は特にオススメです‼

紅葉 箕面公園1-10 072-723-5525 お土産・物販

9:00-17:00

（季節により異

なります）

不定休

箕面国定公園内にある「もみじ天ぷら専門店」先祖代々受け継がれてきた

銘菓を今も守り続け、美味しいもみじ天ぷらを揚げています。是非、当店

のもみじ天ぷらをご賞味下さい。

桃太郎 箕面公園1-11 072-721-3354 みやげもの店 10:00-17:00 不定休

もみじ天ぷらと招き猫のお店。創業1901年もみじの天ぷらの老舗です。店

頭には招き猫やふくろう、かえるの招福グッズが1000種類勢揃い。ただ

今、もみじの天ぷらを1000円以上お買い上げで「たきのみちゆずるキュー

ブ」をプレゼント！

みのお滝茶屋 楓来坊 箕面公園2-74 072-725-1168
喫茶・お食事・テイク

アウト
11:00-17:00

不定休

（悪天候時な

ど）

箕面大滝の目の前にある、自然に囲まれたお食事処です。非接触の手指消

毒器・検温器、客席の間を空けたソーシャルディスタンス、キャッシュレ

ス決済等、お客様に安心してご来店いただけるよう対策をとっておりま

す！

有限会社樋口酒店 箕面1-1-37 072-721-3112 酒店 9:30-18:00 火・第3水曜

「箕面ビール」「秋鹿酒造」特約店　箕面土産や大阪土産にもってこいの

美味しいビール、日本酒あります。ちょっとリッチに家呑み用にもどうぞ

-(^^)

久國紅仙堂 箕面1-1-40 072-721-2747 もみじの天ぷら 9:00-18:00 木

創業81年　箕面伝統銘菓もみじの天ぷらのお店です。「油っこくなくパ

リッと香ばしい」をモットーに、無農薬栽培で育てたもみじの葉っぱを一

枚一枚丁寧に揚げています。滝道に入って下から左手3軒目。皆様のお越

しをお待ちしています。

もみぢや 箕面1-1-41 072-721-3125 物産店 10:00-17:00 不定休 箕面名物もみじの天ぷら、その他色々な御土産物を販売しております。

クーズコンセルボ阪急箕面店 箕面1-1-45 072-722-3066 ベーカリーカフェ 7:00-20:30 無し
焼き立てパンとカフェのお店

挽き立てコーヒーと一緒にサンドイッチ、ドーナツも

たこ焼・お好み焼の店　かえで
箕面1-1-45

阪急セブン
072-722-2065 お好み焼き店 11:00-18:00 木

昔ながらのあっさりおいしいお味にこだわって43年目を迎えまし

た・・・。なつかしい家庭的な味わいをおためしくださいませ。尚、お電

話にてのお持ち帰りのご注文も受けたまわります。どうぞ宜しくお願い致

します。

bar　K　spirits
箕面1-2-6

箕面駅前ビル204
072-722-5500 バー

14:00-心ゆくま

で

日（祝日の際

はオープン、

月曜休み）

昼飲みできるオーセンティックバー。14：00～心ゆくまでオープン！季節

のフレッシュフルーツカクテルが自慢。レアなウイスキーをスコッチシン

グルモルト中心にラインナップしております。サンドウィッチ、パスタ、

チャーハンなどバーごはんも充実。

箕面公園

箕面



店舗名 住所 電話番号 業種 営業時間 定休日 コメント

フェルディナンド
箕面1-2-6

箕面駅前ビル１F
072-734-8229 パン屋 8:00-20:00 水

手間暇をかけ、昔ながらの製法で作り上げるフェルディナンド。最高級の

バターを使い、職人のこだわりが詰まった品々は”基本に忠実に”という

オーナー想いを表すような、どこか懐かしくまた食べたくなる美味しさ。

「パン呑み」ができる新しいコンセプトのお店、箕面桜井店に続き、箕面

西口店もオープン。

トレランショップunité
箕面1-2-6

箕面駅前ビル304
090-3841-0261

トレイルランニング・

アウトドア・衣料品販

売

平日

12:00-19:00

土日祝

9:00-18:00

火・水

シューズやウェア、バッグなどトレイルランの装備をメインに品揃え。近

郊のフィールドでランイベントも多数開催、初心者も経験者も一緒に楽し

んでもらえるお店です。ハイキングに使えるアイテムも取り扱っていま

す。

河鹿荘 箕面1-4-3 072-723-0122 もみじの天ぷら 10:00-17:00 不定休

もし箕面土産をお探しなら、河鹿荘へ。他では食べられないきゃらめる味

をはじめ8種類のもみじの天ぷらをご用意しております。食べ慣れたもみ

じの天ぷらの違う一面、非常に喜ばれています。ご予算に応じた梱包もお

受け致します。

ハワイアンジュエリーショップ　

kai
箕面1-4-6 072-724-7252

ハワイアンジュエ

リー・インディアン

ジュエリー・アクセサ

リー

11:00-17:00

オーダーご相談

は時間外でも対

応可

金

お客様だけの宝物・一点物のお守りジュエリー　ターコイズやハワイで作

るハワイアンジュエリー　オリジナル作品。国内外からご注文をいただい

ています。

花こまち 箕面1-4-6 072-722-2801 カフェ、小売り 11:00-18:00 木

昆布、魚筋の出汁（だし）に牛筋、根菜、乾物等、“身体に美味しい”食材

を使った「出汁カレー」を中心にご提供！米粉とメープルで作る“おやつ”

もおすすめです。

久國紅仙堂　Cobeni（こべに）店 箕面1-4-19 072-723-6283
お土産・カフェ・ギャ

ラリー
10:00-17:00 木

お洒落なパッケージも楽しめるもみじの天ぷらをはじめ手土産にもピッタ

リな、箕面産の美味しい商品を取り揃えています。

ほっと一息して頂けるカフェコーナーもございますので滝道のお散歩帰り

に気軽にお立ち寄り頂けたら嬉しいです。

植田宝栄堂 箕面1-6-3 072-721-4156 おみやげ物 8:00-18:00 不定休 83才がんばってます。牛年です。

FINE　MOGUL
箕面1-8-1

箕面駅前ビル2F
072-722-6769 美容室 9:00-18:00 月

一般の美容施術の他、特殊カラーやヘアセットにも力を入れている美容室

です。アットホームサロンで、若い方から年配の方、男性のお客様も大歓

迎、ご来店お待ちしています。



店舗名 住所 電話番号 業種 営業時間 定休日 コメント

きぬがさ 箕面1-8-6 072-723-2800 飲食店・定食・お弁当

10:00-17:00

(1Fイートイ

ン・デリバ

リー・テイクア

ウトのみ)

2F宴会場は

21:00まで宴会

開始時間16:00-

22:00クローズ

火

「ゆずる君バッテラ寿しをご存じですか？箕面産の実生ユズを使用し、魚

の臭みを感じさせない逸品です！そして、当店はデリバリー・テイクアウ

ト可能！！ご家庭で創業70年の老舗の味をご堪能していただけます！！」

セレクトショップコニー 箕面1-9-21 072-725-6533 婦人服飾雑貨

平日

11:00-17:00

土曜

13:00-17:00

水・日・祝

小さなお店ですが世界各国の服飾雑貨をバラエティー豊かに取り揃えてい

ます

帝国ホテル等のホテルブティックに並ぶ品や可愛い手作り雑貨フィレン

ツェのアクセサリー等常にお得な商品がありライン登録のお客様にはお知

らせもしています

お客様にはその辺に無い物があるねと好評頂いています

お気軽に覗いてみて下さいね

花畑商店 箕面2-1-5 072-721-3104 行者そば販売店 9:00-18:00 水

箕面土産をお探しの方！昨年10月にＮＨＫ「えぇトコ」にて紹介された

［行者そば］はいかがですか？飛鳥時代に存在した役行者ゆかりの松葉に

見たてた香り高い抹茶そばは、招福や除災を願う縁起物でもあります。ぜ

ひ贈り物にどうぞ！

金平ラーメン 箕面2-1-28 072-725-3636 ラーメン屋
11:00-14:00、

17:00-23:00
月

ラーメン屋居酒屋メニューも沢山あります

自慢のチャーシュー餃子も是非！

北摂スパイス研究所 箕面2-1-34 072-735-7799 スパイス料理

11:30-15:00

( L.O14:30)／

17:00-23:00

( L.O22:30)

木

箕面駅から競歩で1分！

駅まで漂うスパイスの香りをたどればそこが北摂スパイス研究所です！

挽きたてのスパイスを使ったスパイス料理とランチ限定のスパイスカレー

をぜひどうぞ！

テイクアウトメニューも色々あります！

オーミナミ垣内輪業 箕面2-1-30 072-723-3213
小売業（自転車販売

店）
9:00-19:00 木

ブリヂストン自転車の専門店になり電動自転車を20台程展示しておりま

す。また他店購入の自転車・バイクも修理可能です。

中井商会 箕面2-1-32 072-721-3369
自転車・バイク　販

売・修理
8:00-19:30 木

お買い物や通勤・通学に…　またご入園・ご進学・ご就職など、新生活に

向けて…

電動自転車やバイクをご検討中のみなさま！どうぞお気軽にご来店、ご相

談ください。『中井商会　箕面』で検索してくださいね！

ローソン阪急箕面駅前店 箕面2-1-35 072-736-8370 コンビニエンスストア 24H 無し あなたの街のローソンです！笑顔でお待ちしております！



店舗名 住所 電話番号 業種 営業時間 定休日 コメント

カフェ　山帰来 箕面2-14-71 072-722-2191 旅館の中にあるカフェ

平日

10:00-16:00

土日祝

10:00-17:00

（共にL.O.30分

前）

火・金

みのお山荘　風の杜の中に御座います。ランチやカフェとしてご予約なし

でご利用頂けます。テラスもとても気持ち良く、春を感じて頂けます。箕

面駅からの送迎バスも御座いますので、お気軽にお越しくださいませ。

みのお山荘　風の杜 箕面2-14-71 072-722-2191 宿泊施設

日帰りプラン

12:00-15:00

（予約制）

年中無休

箕面駅からお車で10分。

さやさやと風を感じて、緑と出会える自然の中のやすらぎの宿です。

お部屋からは大阪平野が一望でき、夜景は圧巻です。

チョットした小旅行としていかがでしょうか。

お昼の日帰りプランもご用意しております。

感染対策をして、お待ち致しております。

カフェ＆スペース　クーネロコ 箕面3-3-31 072-721-5491 カフェ
木・金・土

11:30-16:00

日・月・火・

水

箕面駅から徒歩8分のところにある古い民家をリノベーションした隠れ家

カフェ。木のぬくもりいっぱいの空間で手作りのランチやケーキをご用意

してお待ちしております。２Ｆ和室は、貸し切り・レンタルもOK！

ピンクポコペン 箕面4-8-30 072-720-0585 リサイクルショップ 10:00-18:00 日・祝
服・靴・カバン、300円均一。雑貨・古本は100円均一と超お買い得！お

宝、掘り出し物がてんこ盛りです。

キャベツ畑 箕面4-8-39 072-724-2544 日替定食、弁当

月-土

11:30-15:00

(L.O.14:30)

日・祝

「障害のある人もない人も共に働くお店」として1985年の開店以来、地域

の皆様に利用していただいております。月～金は2種類の日替り定食を用

意してお待ちしています。

家庭料理・テイクアウト　かみぞ

の
箕面5-1-52 072-721-0524

飲食店・弁当・仕出

し・テイクアウト
11:00-22:00 不定休 様々なお惣菜を心を込めてお作りしております！

美容室museDanae
箕面5-1-52

箕面アルコス2F
072-720-6678 美容室 9:30-18:30

月・第2・4火

曜

大好きな箕面で15年、今日も楽しく営業しております。

豊富な経験、穏やかで優しいスタッフが皆様の『綺麗・快適』を真剣に考

えさせて頂きます。

カーテンでの仕切り、消毒も徹底しておりますのでご安心下さい。

ヘアーサロンせと 箕面5-10-11 072-722-3586 理容業 9:00-18:00
月・第2・3火

曜
ＰＲなし

花と暮らす店　木花　Ｍｏｃｃａ
箕面5-11-4

プラティア1Ｆ
072-723-8873 花屋 10:00-19:00 木

おうち時間が増えた今、植物があるだけで癒されたり、香りを感じ五感を

刺激されたり、出歩けない方へのさりげないプレゼントにもお誕生日、御

祝などのギフトにも木花がお手伝い致します。

カーサコレクション 箕面5-11-11 072-768-8277 婦人衣料品 10:00-18:00 無し ＰＲなし

メガネのサンワ 箕面5-12-7 072-723-5160 眼鏡小売 10:00-19:00 水 ＰＲなし



店舗名 住所 電話番号 業種 営業時間 定休日 コメント

有限会社タケナカ 箕面5-13-31 072-721-7329
印刷・印鑑・印章用

品・表札等
9:00-18:30

日・祝・第

2・4土曜

箕面市で創業50年、親切・丁寧をモットーに北摂中心に事業所様200社以

上、名刺・封筒・各種伝票・チラシなど、あらゆる印刷物を承っていま

す。印鑑は完全手彫りで安全・唯一無二の開運吉相印（鑑定無料）です。

女将さんのお弁当　嵯峨野茶家

箕面5-13-40-

A105

箕面ニュープラ

ザ1F

072-721-1070

お弁当・御膳一品料

理・湯豆腐・和食居酒

屋

11:00-22:00

（L.O.）　※土

日祝のみ9:00-

不定休

全メニュー昼夜共通＆通し営業なので、いつでもご来店可。お一人様やご

年配のお客様でも安心して楽しめる京風和食居酒屋。宅配無料のお弁当

590円～、一品料理290円～、麺類680円～、定食御膳800円～、コース

3000円～とご予算に応じて幅広くご用意しております。

VIAMINO 箕面5-13-46 072-725-3373
薪窯ピッツァとイタリ

ア料理

11:30-15:00

17:30-

21:00L.O.

不定休

箕面5丁目の路地奥で看板出さずにこっそり営業して、はや8年、ピッツァ

はもちろんお肉にお魚、そして野菜を薪窯で焼いています。ピッツァは手

捏ね、パスタも全てお店で作る生パスタ、素材の味を大事に料理していま

す。

囲炉裏と地酒　佳筍 箕面5-13-46 072-747-7010 炭火焼飲食店

【昼】11:30-

14:30

・月-金…予約

営業

・土日祝…通常

営業

【夜】17:30-

22:30

・月-木…予約

営業

・金土日祝…通

常営業

不定休

厳選された肉魚菜を備長炭で食す、新しい囲炉裏風スタイル。

ライトアップされたお庭を通り、行灯が照らす通路の先の隠れ家空間は、

落ち着きと贅沢な心地よさを演出いたします。

居酒家　まるこん 箕面5-13-46 072-724-0551 居酒屋 11:30-22:00 不定休

新鮮‼お魚と、元祖‼手羽先の唐揚げを是非一度ご賞味下さい。

箕面で唯一のスクランブル交差点近く

『居酒家まるこん』宜しくお願いします。

茂里鮨 箕面5-13-49 072-722-7366 寿司屋 17:30-22:00 火

鮨を見て、食べて、楽しんでもらえるように努めております。こじんまり

とした店内で、ほんの少しでも心にゆとりを感じてくだされば本望です。

箕面にお越しの際はぜひお立ち寄りください。お持ち帰りもしておりま

す。

味園 箕面5-13-49 072-722-1123 寿司　一品料理 17:00-22:30 水
コロナ感染対策をしっかりして営業しています。予約していただけたらテ

イクアウトもやってます。



店舗名 住所 電話番号 業種 営業時間 定休日 コメント

ヘアーサロン五味 箕面5-14-50 072-724-8030 理美容 9:00-17:00
月・第2・3火

曜

体や環境に優しいロハスなサロンを目指しています。5年後10年後の髪や

頭皮の健康を守るサロンです。

ノーマルシェービング

ブライダルシェービング

熟成天然100%ヘナ

ノンジアミンカラー

パンチパーマ

ハイブリッド・パンチ

アイパー

http://ameblo.jp/Saru-51450

カラオケカフェ　しぶおんぷ 箕面6-10-19 072-723-2000 カラオケカフェ
13:00-17:00，

19:00-23:00
月

ど演歌から外国曲までオールジャンルＯＫ！店内には電子ピアノ、ドラム

セット、コンガ、ボンゴ等の楽器がありカラオケに合わせてお楽しみいた

だけます。

フォレストガーデン 箕面6-10-21 072-734-6172 カフェ＆レストラン 11:00-15:00 日・月・祝

このコロナ禍…。フォレストガーデンの食薬を考慮した栄養たっぷりのラ

ンチやお弁当を食べて免疫力アップを‼感染症対策した広々とした空間

や、お子様やペットと楽しめるスペースでほっこりストレス解消を‼共に

乗り切りましょう。

コレクションMODEM 箕面6-1-13 072-725-5576 衣料品店 10:00-18:00
第1・2・3水

曜

スポーティーでエレガントな服を揃えております。大人な着こなしをお楽

しみ下さい。

やなぎ屋クリーニング箕面店 箕面6-1-15 072-724-5966 クリーニング店

平日

9:00-20:00

日祝

9:00-19:00

木 まごころの笑顔と確かな品質で繋がる地域密着型ショップ

おでん安達屋 箕面6-1-15-102 072-725-7757
おでんと地鶏料理と酒

のお店
17:00-24:00 日曜日

お酒が好きな方へ。無添加アゴダシのおでんと、丹波地鶏料理と１０種以

上の地酒と20種類の厳選焼酎と30種類のチューハイが常時あるお店です。

ジャズとカウンターでゆっくりおくつろぎ下さい。

HairPlanning La Cero
箕面6-1-15

第6吉光ビル2F
072-725-8221 美容室 10:00-18:00

月・第2・3日

曜

店主1人のアットホームな美容室

ご家庭に帰っての再現力の高いカット技術、ダメージレスを考えたトリー

トメントサロンとしても定評なお店です。

中華屋KurumA 箕面6-1-16 072-724-7111
中華料理・惣菜・弁当

等
11:30-20:00 月

テイクアウト中華惣菜が充実しています。お電話いただけるとおまたせし

ません。メニューはホームページにて　ｍinoo-kuruma.com

みのお博宝花園 箕面6-1-18 072-722-3388 生花・園芸店 9:30-18:00 水

季節のお花をより早く取り寄せ、お客様の目で実際に観て選んでもらい、

予算や希望に応じてもご用意させて頂きます。近頃はやりのスワッグ用ド

ライフラワーもあります。



店舗名 住所 電話番号 業種 営業時間 定休日 コメント

ＫＵＲＵＫＵＲＵ 箕面6-1-19 072-737-4666 婦人服小売 10:00-18:00 不定休

いつまでも自分らしく、どんな時もオシャレに。オシャレをする事で日常

をもっと楽しく！！そんな女性にむけてこだわりぬいたアイテム達をセレ

クトしています。

Beer　Shop　UMEHARA 箕面6-1-20 072-741-2619 酒類小売業 14:00-20:00 日 店内では立ち飲みスペース用意してます。お持ち帰りも大歓迎！！

GELATO　STAND 箕面6-1-21 050-5806-6485 ジェラート専門店 11:00-20:00 水

You　are　what　you　eat.毎日手作りしている美味しい無添加ジェラー

ト！卵不使用のミルクベース＆乳製品不使用のフルーツ系ソルベット。年

間を通して100種類以上、テイクアウトや発送も出来ます◎

伏見屋箕面店 箕面6-1-21 080-4801-9321 豆腐販売店 10:00-19:00 なし

原材料は水と大豆とにがりのみ。熟練した職人が季節に合わせ、数種類の

国産大豆をブレンドしてお作りしています。大豆の味がするお豆腐をお楽

しみください。

PAPA'S箕面店

箕面6-1-30

箕面本通りアー

バンライフ

072-720-5033 理容業 9:00-19:00 年中無休

PAPA'S箕面店では、今風なトレンドを取り入れたカットや、オーソドック

スなカットスタイルまで幅広く対応させて頂きます。ぜひ、この機会にお

試しください。

ＭＡＭＡ'S箕面店

箕面6-1-30

箕面本通りアー

バンライフ

072-725-5001 美容業

9:00-19:00

受付終了時間:

パーマ・カラー 

18:00,

カット 18:30

年中無休

MAMA’S箕面店はアットホームな空間で、ご家族・皆様で、ご利用頂ける

サロン作りをモットーにしています。スタッフ一同、ご来店を心よりお待

ちしております。

銀座に志かわ　箕面店

箕面6-1-30

箕面本通りアー

バンライフ

072-725-2402 食パン屋

10:00-18:00(売

り切れ次第終

了)

なし

「水にこだわる高級食パン」うまみ引き出す独自のアルカリイオン水を仕

込み水

として使用することで、風味豊かな味わいに加え、独特のしっとり感や繊

細なくちど

けを生み出しています。ひとくち食べれば、笑顔があふれる食パンで極上

体験を！

とんかつ豊か 箕面6-1-32 072-725-6208

とんかつ専門店　店内

のお食事・お持ち帰り

も

11:30-14:00

(L.O.)

17:30-20:30

(L.O.)

品切れの際はご

容赦ください

木

2005年オープンのとんかつ専門店 とんかつ豊か では店内で揚げたてのと

んかつ定食はもちろん、お弁当やかつサンドなどテイクアウトもやってい

ます。綿実油100%で揚げた軽い食感のとんかつは女性にも人気です♪

海鮮処　鱻　ぎょぎょぎょ 箕面6-1-32 070-1741-0804 飲食店

11:00-14:00

(L.O.)，

17:00-21:00

(L.O.)

水

毎朝大将が市場に行き鮮度の良いお魚を仕入れています。そのお魚を魚に

あった調理法で毎日約20種類以上の中から、お客様好みの組み合わせで

「ぎょぎょ定食2種」「ぎょぎょぎょ定食3種」といった定食をメインにし

ています。（毎日市場に行くため、毎日魚の種類も変ります。）お酒、地

酒も数多く揃えてます。



店舗名 住所 電話番号 業種 営業時間 定休日 コメント

洋食フェリーチェ 箕面6-1-32-103 072-720-3031 洋食屋
11:30-14:00、

17:30-21:00
水

人気の黒毛和牛と国産豚のハンバーグ、有頭エビフライ、オムライスが

入った「フェリーチェ弁当」がおすすめです！その他メニューもテイクア

ウト出来ますので、お家でもフェリーチェの料理をお楽しみください。ま

たコロナ対策といたしまして店内での飲食はすべてセルフサービスとなっ

ております。

ご来店お待ちしております。

箕面駅前鍼灸整骨院 箕面6-2-5-102 072-724-1161 整骨　鍼灸

9:00-12:00，

16:00-20:00　

月・木22:00

日・祝・土曜

の午後

体調を整えて健康的な生活が送れるように

治療やアドバイスをします。

美容鍼や骨格矯正

交通事故　労災保険

傷害保険等々取扱っています。

AGATHA 箕面6-2-16 072-724-9039 婦人服雑貨 10:00-18:00 日・祝

斬新で高級なだけがブランドではないはず。有名ブランドのマークより本

質があってこそデザインの力を実感し独自のブランドと思います。時代や

トレンドに左右されずコーディネートをかえれば長く活躍するモノを提案

したいと思います。

ヨシダスタジオ 箕面6-2-28 072-721-7295 写真撮影 9:00-18:00 不定休 記念撮影、証明写真撮影　プロが撮影致します。

翠雲書道教室 080-5715-2547 書道・ペン字教室

第1・2・4木曜　

13:00-20:00

第2・4金曜　　　

10:00-12:00

不定休

「書くは楽し」をモットーに、小１から８０代の方まで、書くことを楽し

みながら、上手くなっています。

大人の方には「集中して無心になれる時間」を提供します。

お子様には「ルール押し付けるティーチング」ではなく、「個性を活か

し、楽しく考えるコーチング」でご指導させていただいています。

アトリエるびえ 箕面6-3-1-102 072-724-4646 紳士、婦人靴

10:00-18:00

日・祝10:00-

17:00

木

ウォーキングシューズなどの身体に優しく歩きやすい靴をメインに取り

扱っています。外反母趾や魚の目などの足や脚に関する悩みの相談も承っ

ています。

フジメイト

箕面6-3-1

みのおサンプラ

ザ１号館

072-723-7850
学生服、スクール用

品、グンゼ肌着の店
10:30-18:30 木

箕面市立各小・中学校　制服、体操服、水着、給食衣等取扱（一部取り

扱っていない学校があります）

ホームページ　https://fujimate-minoh.com/

生活応援団

箕面6-3-1

みのおサンプラ

ザ１号館

072-723-9511 能勢野菜専門店 10:00-18:00 日

毎朝、能勢農家からとれたての新鮮な旬の野菜が届きます。大豆は自家製

で箕面納豆を作って販売しています。秋は能勢栗、お正月のお餅は農家の

自家製など地元ならではの季節の味覚を並べていますので、お気軽にお立

ち寄り下さいませ！

J-HOUSE

箕面6-3-1

みのおサンプラ

ザ１号館

072-722-2741 生活雑貨 10:00-18:00 木

ナチュラルテイストの婦人服やホームウェアを中心に展開しています。ス

トールや帽子、バックなどリーズナブルな価格で取り揃えています。是非

ご来店お待ちしております。



店舗名 住所 電話番号 業種 営業時間 定休日 コメント

ブティック　ハヤシ

箕面6-3-1-101

みのおサンプラザ1

号館

072-722-0884 ブティック 10:00-19:00 木

ミセス、ハイミセスの皆様に喜んでいただきたく、着心地、動きやすさ、

色使い、シルエットがキレイ！にこだわった仕入れを心掛けております。

皆様と長くお付き合いしたいので、絶体押し売りはいたしません！安心し

てお立ち寄りください。笑顔でお待ちしております♡

肉のサンエイ

箕面6-3-1-103

みのおサンプラザ1

号館

072-721-3156 精肉店 7:00-19:00 木
国産、特選黒毛和牛専門店です。最高ランク精肉をはじめ、手造り商品の

お惣菜も人気です。

トフ

箕面6-3-1-105

みのおサンプラザ1

号館

070-1800-5487
婦人服・バッグ・アク

セサリー
11:00-17:00 日 インポートを中心に個性的な衣料や小物の多い楽しいお店です

箕面ベニヤ

箕面6-3-1-109

みのおサンプラザ1

号館

072-721-3355 化粧品販売 10:00-18:00 木・日 キレイの事なら何でもご相談下さい❕

ポップ

箕面6-3-1-110

みのおサンプラザ1

号館

072-721-7843 子供服 10:00-17:00 木

ベビーから160cmまでの普段着、Ｔシャツ、パンツ、パジャマ、小物を取

り扱っています。ギフト発送いたします。滝の道ゆずるグッズ、Ｔシャツ

等人気です。

喫茶　木だち

箕面6-3-1-114

みのおサンプラザ1

号館

072-723-5056 喫茶店 9:00-18:00 木・日

当店の人気は日替り定食です。580円というリーズナブルな価格とボ

リューム感で大好評です。モーニングは350円。デザートもございます

が、豆から炊くぜんざいは人気です。落ち着いた店内で、お寛ぎ下さいま

せ。

三谷屋洋服店

箕面6-3-1-115

みのおサンプラザ1

号館

072-721-7215
オーダーメイド紳士服

専門の洋服店です
10:00-19:00 木

オーダーメイドスーツ・オーダーシャツの専門店です。仮縫付ハンドメイ

ド仕立のフルオーダースーツからお手軽なイージーオーダースーツまで、

あなたのニーズにあったお洋服をお仕立いたします。また、ご連絡いただ

ければ、お宅へ寄せていただきます。

夢・む

箕面6-3-1-116

みのおサンプラザ1

号館

072-722-2642 婦人衣料品店 10:00-18:00 日

ご覧頂きましてありがとうございます。今日はちょっと『オシャレ』した

いな！！そんな時にお気軽に遊びに来て下さい。婦人服・鞄・アクセサ

リー等ちょっと可愛い大人の女性のための『オシャレ』を見つけて下さ

い。ご来店楽しみにお待ちしております。

光和電気

箕面6-3-1-118

みのおサンプラザ1

号館

072-721-3096 10:00-18:00 木・日 お住まいの電気・配線工事、修理を承ります。

Angel Dog

箕面6-3-1-120

みのおサンプラザ1

号館

072-723-4772 ペット美容、ホテル
9:30-19:00(受

付は15:00まで)
木・第3水曜

犬の美容室、ペットホテルの専門店です。犬のトリミング、ペットホテル

が安心価格でご利用いただけます。皆様に愛されるお店を目指して日々頑

張っております。

和田酒店

箕面6-3-1-123

みのおサンプラザ1

号館

072-721-3157 酒店 11:00-18:00 木 駄菓子あります



店舗名 住所 電話番号 業種 営業時間 定休日 コメント

寝具の立花

箕面6-3-1-124

みのおサンプラザ1

号館

072-723-6880 ふとん販売 10:00-17:00 木 西川455年祭がはじまります。よい品安くです。

箕面メープル印刷

箕面6-3-1-131

みのおサンプラザ1

号館

072-735-7018
印刷（ポスター、チラ

シなど）
9:30-17:30 土日祝

あらゆる印刷承ります。ＢＯサイズのポスターも即日対応。Ｔシャツプリ

ントも1枚から！

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

072-721-1253 婦人服 10:00-18:00 なし

ヤングミセス、ミセスの方に楽しんで頂けるカラフルな服をご用意してお

ります。お求めやすい価格で、個性的なオリジナル商品もございます。

バック・帽子・アクセサリー等、ファッションに関するものが揃った楽し

いお店です。

一誠堂薬局

箕面6-3-1-202

みのおサンプラザ1

号館

072-721-0877
薬局（調剤・医薬品・

漢方薬）
9:00-20:00 日・祝 処方箋調剤、一般医薬品、漢方薬取り扱っています。

Le JARDIN 美容室

箕面6-3-1-206

みのおサンプラザ1

号館

072-722-8603 美容室 9:30-18:00
月・第2・3火

曜

ご予約は午前9:15過ぎ～電話受付開始いたします。（前日予約はできませ

んので、当日にご予約の上、ご来店ください）

Sports shop ドライバーホース

箕面6-3-1-212

みのおサンプラザ1

号館

072-721-1212 スポーツショップ 10:00-15:00 土日祝 店内在庫売りつくし処分中

箕面デニッシュ　サトウカエデ 箕面6-4-17 072-734-6517
デニッシュ食パン専門

店

10:00-18:00

(イートイン

L.O.17:00)

なし

ふわふわ、もちもち。国産小麦の生地に上質なバターを贅沢に挟み、何度

も折り込み層状にして焼き上げた無添加安心の箕面デニッシュは、一口噛

むとバターの香り高く、層状部分がふわふわ、トーストだとサクサクで食

卓を贅沢にします。

A La 箕面6-4-24 072-722-5567
イタリア料理、ピッ

ツェリア

11:30-15:00

(L.O.14:00)，

17:30-22:00

(L.O.21:00)

火・第１・3

水曜

ナポリの薪窯で焼き上げるナポリピッツァが主力のイタリア料理店です。

前菜盛り合わせ、パスタ、お肉料理など幅広くご利用頂けます！



店舗名 住所 電話番号 業種 営業時間 定休日 コメント

銀蔵　サンクスみのお店

箕面6-4-24

サンクスみのお1

番館1F

080-3846-7899 海鮮料理店

11:00-15:00

(L.O.14:30)

平日ディナー

18:00-21:30

(L.O.21:00)

土曜ディナー

17:30-22:00

(L.O.21:30)

日・祝ディナー

17:30-21:30

(L.O.21:00)

不定休

旬の新鮮なお魚をボリュームある定食や一品でお召し上がりいただけま

す。

海鮮丼・鰻弁当などのテイクアウトもできます！電話での御予約も承って

おります。

ミュージックショップ　ピッコロ

箕面6-4-24

サンクスみのお

ビル1Ｆ

072-723-0395 ＣＤ・楽器販売 10:00-19:00 月
リコーダー、鍵盤ハーモニカ…　箕面市各小中学校音楽用教材（楽器）取

扱店

メガネのサンクス

箕面6-4-24

サンクスみのお

ビル２F

072-723-5432 メガネ小売り

平日

10:00-18:00

土日祝

10:00-17:00

水・第2・3火

曜

メガネのサンクスは、ご自分を大事にされている方のための眼鏡店です。

あなたに最高にフィットする眼鏡作りならお任せください。

両眼解放視力検査技術で、未来の見え方まで考えた眼鏡をご提案します。

めぞんどぼーて

箕面6-4-24

サンクスみのお

ビル2Ｆ

072-723-5292 美容室

9:00-18:30

（火-土）

9:00-18:00

（日）

月・第3火曜

コロナ禍で、ストレスを抱えているあなたへ。

なりたい理想のスタイルを実現する、あなただけの似合う髪型、髪色で、

笑顔溢れる毎日に！

めぞんどぼーてで運をつかむヘアスタイルを探しだそう！

似合わせカラー・ブロー\4,950（税込み）

きのしたブック 箕面6-4-28 072-722-1915 本屋
11:00-20:00、

土・日18:00
不定休

「そうそう、こんな本が欲しかった！」目当ての本だけでなく、新しいワ

クワクに出会える本屋です。

買い物帰り、仕事や学校帰りにふらっとお立ち寄りください。

店舗にない本の取寄せもできます。気軽にお電話ください。

インド料理　DiP RASNA

箕面6-4-28

サンクスみのお2

番館

072-724-8558
インド料理レストラン

（飲食）

11:00-15:00，

17:00-22:00
不定休

やきたてナン・カレー、お子さまから大人まで食べることができます。甘

口から辛口までカレーの種類もたくさんあります。あんこナン、チョコナ

ン、ナンの種類もいろいろあります。ぜひ食べにきてください。



店舗名 住所 電話番号 業種 営業時間 定休日 コメント

エステサロン LA PESE'E
箕面6-4-43　

ジョイビル1Ｆ
072-737-7608 エステサロン 10:00-20:00 不定休

女性はいつまでも綺麗でいたい。

そんな望みを叶えるエステサロン

エステでのダイエットは時間がかかり

あまり効果がでない。

そんな皆様の概念を覆す

1回で劇的変化

痩身の女神から受け継いだ最高峰の技術をご堪能くださいませ。

ワインバーテラ箕面店 箕面6-4-46 072-722-1118 ワインバー 19:00-24:00 日

ワインバーテラ箕面店は、お陰様で開店10年目を迎えることができまし

た。ワインはもちろん、美味しいイタリアンも楽しめるお店となっており

ますので、是非一度お越し下さいませ。

リサイクルブティック　ベル 箕面6-4-46 072-722-9988 古物商 10:30-18:00 日・祝

当店ではお客様1人ひとりの選び抜かれた商品をお預かりして、ビックリ

価格で販売しております。買ったけど一度も着てない服やプレゼントされ

たバックや小物等新品の商品も多数あります。宝物捜しの様なお店です。

ギフト華

箕面6-4-46

みのおメイト107

号

072-722-1545
和洋菓子、佃煮等　販

売

10:00-16:30(月

-金)　10:00-

17:30(土)

日・祝

「あっ知ってる！」と言ってしまう銘菓の揃う箕面のお菓子屋です。カス

テラの長崎堂や錦市場の野村佃煮など品揃えは「梅田に行かなくてもいい

ね」とお客様に言われるほどです。大事な人へのお茶菓子や手土産をぜひ

箕面でお求めください。

フクロウカフェクルー 箕面6-4-46 072-735-7296 フクロウカフェ

火-土

12:00-17:00

19:00-24:00

日・祝

12:00-18:00

月(祝日の場合

火曜代休)

常時10羽前後のフクロウを眺めながらゆったりとした時間を過ごしていた

だける喫茶店です。

魁羅洲 箕面6-5-1 072-725-5571 居酒屋
11:30-14:00

17:00-23:00
不定休 毎朝、市場より買い付けてくる魚は、鮮度抜群!

お好み焼  鉄板焼 やきもん亭 箕面6-5-1 072-786-6161 お好み焼  鉄板焼 17:00-22:00 火
当店人気No.1メニュー！やきもん亭モダン   ボリューム満点です。ぜひお

召し上がり下さい。

フローリストみのおガーデン 箕面6-5-2 072-721-7093 生花店 10:00-19:00 なし

大切な人へのギフトに、１つ１つ心を込めて。

お祝いなど特別な日にぴったりなバラや胡蝶蘭のほか、日常に彩りを添え

る四季折々の生花を多数取り揃えております。

創業60有余年、ミスタードーナツ1号店前の花キューピット加盟店です。

雑貨屋ふらっと 箕面6-5-2 050-5375-4067
ハンドメイド作品・材

料
10:00-17:00

月・木（不定

休）

全国のハンドメイド専門店。約3000点の作品があるので見るだけでもワク

ワクします！月・木は定休日。ふらっと遊びに来て下さい。



店舗名 住所 電話番号 業種 営業時間 定休日 コメント

ジュネ毛糸店

箕面6-5-2

フードコンパニ

オン内

072-722-4476 手芸・衣料品 10:00-19:00 月

手芸関係を取り扱っており、ゴム（マスク用、下着用、パジャマ用、巾

1.5-3センチ）、糸（綿、絹、ポリエステル）、ボタン、裏地等あり。毛糸

は極細-極太まであります。又、衣料品はＷゴムではきやすいパンツＭ-3

Ｌまであり、裾直しは無料です。ぜひ一度お立ち寄り下さい。

ザ・やおや

箕面6-5-2

フードコンパニ

オン内

青果小売業 10:00-19:00 月

地場野菜、近郊野菜や果物をとり揃えております。本通り商店街からフー

ドコンパニオンに去年移転して営業しております。店頭のお野菜を使った

お惣菜もお店で作って販売しておりますのでご覧下さい。

純黒毛和牛直販店　肉の三田亭

箕面6-5-2

フードコンパニ

オン内

072-722-3313
精肉小売業（黒毛和

牛・特選豚）
9:00-19:00 月

当店は国内産特選黒毛和牛の雌牛（A5・A4ランク）並びに特選上豚を市場

で買付（セリ買参権保持）丸一頭仕入スタイルで販売する直販店です。他

店では有り得ない鮮度とコスパが自慢です。またそれらのお肉を使用し

た、コロッケなど様々なフライ惣菜も人気です。

菓子工房エピナール 箕面6-6-8 072-724-2248 洋菓子店 10:00-19:00
水

※祝日は営業

創業35年を越える洋菓子店です。

原料にこだわり、一つ一つ手作りでお作りしています。

代表商品のチョコレートはもちろん、ケーキや焼き菓子、パンなど様々な

商品を販売しています。

是非一度お越しくださいませ。

ブティック　セルジュ 箕面6-7-43 072-724-8600 ブティック・花屋 10:00-18:00 日・祝
お洒落な婦人服とワンちゃんの洋服、小物やギフトのお花を販売していま

す。お気軽にお立ち寄り下さい。

伊勢見商店 箕面6-715-1 072-722-9128 鮮魚店
8:30-売れしだ

い
月・祝

毎日三重から伊勢湾の新鮮な魚を箕面に運び約40年。地元の皆様に可愛

がっていただいています。ぜひおいしいお魚を召し上がっていただいきた

いと思います。お気軽にお声掛け下さい。

箕面テレビ 箕面6-7-51 072-722-3184 家電販売、電気工事 9:00-18:30 日

各種家電製品販売のほか、照明の管球取替・器具取替、ドアホン、壁ス

イッチ・コンセントの改修などの電気工事も承ります。お気軽にご相談下

さい。（家電製品アドバイザー、電気工事士在籍）

しずくいし歯科医院

箕面6-9-6

箕面しずくビル

3F

072-724-8341 歯科医院 10:00-19:30 日・祝

赤外線で虫歯を調べたり、咬み合わせや、理想の歯ならびをその場で見る

ことが出来る最新設備を導入しています！詳しくはHPや、インスタをのぞ

いて見て下さい♡

銀なべ 箕面6-9-8 072-722-4169 飲食店 16:00-22:00

月（祝日の場

合は翌日火

曜）

「牛肉どて鍋」が看板料理の老舗割烹です。三田牛を中心に、高級部位の

くらしたを白みそベースの上品なお出汁でいただく贅沢な一品。牛肉の旨

みと、白みその優しい甘さがあわさった至福の味をぜひご賞味下さい。

ビリィーユー箕面店 箕面7-1-1 072-725-1777
エステティックサロ

ン・美容鍼灸院
10:00-19:30

火・その他不

定休

東洋医学と西洋医学を融合したサロンで、内面からの美しさと健康を手に

入れませんか？

マスク着用によるお口廻りの肌荒れやニキビでお悩みの方、

以前から気になっていたムダ毛の処理や美肌作りを目指したい方、

実績、経験豊富な当店にお任せ下さいませ。



店舗名 住所 電話番号 業種 営業時間 定休日 コメント

ＭＤハウス株式会社 新稲1-7-4 072-741-5756
玄関ドア・窓のリ

フォーム工事
8:30-18:00

日・祝・第

1・3土曜

「窓」「ドア」を中心にリフォーム工事承ります。

　水回り・外装にも自信がありますのでお気軽にお問い合わせください。

Cafe　terrace　KumKum 新稲2-1-43 072-735-7357 カフェ 8:00-18:00 水・第3火曜
見晴らしの良いKumKumで人気のカツサンドをぜひご賞味下さい。ご来店

お待ちしております。テイクアウトも好評❕❕

ちぐさ美容室 新稲3-1-31 072-722-4373 美容院 9:00-18:00 月・第3火曜

ヘアスタイルが決まらない、ごわごわ髪質、ちょっと毛量がさみしくなっ

てきたなど、気になること、お話してください。　一緒に似合うスタイル

を探します。お気軽にお問い合わせください。

瀧川塗装店 新稲5ｰ14ｰ12 090-9273-1386 建築塗装業 8:00-17:00 不定休

家の外壁、屋根、雨戸、格子、手すり、階段、門扉など外周りの塗装、内

部天井、壁、枠周りなどの塗装、門扉など一部だけのちょこっと塗りサー

ビスが好評です。また、銀イオンを使って店舗や事務所などの除菌・抗

菌・消臭の工事も始めました。

お気軽にお問い合わせください。

コンヴェルサシオン 新稲7-9-17 072-723-1852 洋菓子 10:00-19:30 水
添加物を使わず素材の味を生かし、リーズナブルな価格で商品を提供して

います。

ユニカムドラッグ桜ヶ丘店 新稲7-17-17 072-720-6218 ドラッグストア 10:00-22:00 年中無休

私たちは、「地域のお客様との繋がりを大切にしている」ドラッグストア

です。

お客様の健康や美容相談にも親身に対応させていただきます。

近隣のお客様の元気と健康を応援するため、全力でサポート致します。

ヘア＆メイク　クオーレ
桜ケ丘1-10-48-2

Ｆ
072-737-8683 美容室 9:00-20:00 月 ヘア・メイク・着付、出張訪問、全般にさせて頂いております。

末田商店 桜ケ丘1-4-24 072-722-3201
日本酒、ワイン等酒類

と米・調味料等食品
9:00-18:30

日・祝・第3

月曜

地酒は店主が全国の蔵元まで足を運び選び抜いたお酒を厳選。ワインはデ

イリー飲みからギフトまで幅広い品揃え。店頭精米でのお米は、分づき米

も対応しています。新鮮で美味しいですよ。無農薬米研究会所属、お米マ

イスター。

高山堂　箕面店 桜ケ丘3-9-15 072-725-7585 和菓子屋 9:30-18:00
なし（年中無

休）

明治20年創業の和菓子屋です。

工房併設の箕面店では、毎朝焼き上げるサクサクもちもちの「もちぱい」

や、

香り豊かな箕面のゆず餡をお餅で包んだ「柚果子（ゆかし）」等、

箕面限定の人気商品を取り揃えています。

ぜひご賞味くださいませ。

新稲

桜ケ丘



店舗名 住所 電話番号 業種 営業時間 定休日 コメント

Hug Home Café 桜ヶ丘4-1-44 080-5313-5162 お稽古サロン 10:00-15:00 土日祝

「たまには家事を忘れて、リフレッシュしたい」とお悩みのママさん。そ

んな大人女子がリフレッシュできる1dayレッスンや、お子様も利用できる

英会話教室を行っています。お子様連れ安心サポートあり。オンライン参

加可。お気軽にお問い合わせください。

必ず使う英会話レッスンを子供と大人向けに開催。

髪と癒しファミール 桜1-13-32 072-734-6299 美容室 10:00-19:00
月・第2・3火

曜

毎月染めても傷まない白髪染め（おしゃれ染め）をお探しの方　髪を染め

つつハリ、コシ、ツヤがほしい方。なるべく隣の人を気にせず半個室空間

でゆっくりのんびり過ごしたい。そんな美容室をお探しのあなたにピッタ

リのお店です。

森上金物店 桜1-16-25 072-722-2574 金物屋 8:30-17:30 日・祝

お庭のお手入れ、家庭菜園用のお手頃な園芸用品から田畑用の本格的な手

打ちの農具まで各種取り扱いしております。また包丁、鋏、工具等も幅広

い品揃えで営業しておりますのでお気軽にお問合せください。

植浦商店 桜4-11-9 072-723-0431
自転車卸売、小売、中

古自転車販売
9:00-日没まで

月・火・金・

土の午後、午

前中は営業

中古電動自転車、中古普通自転車、多数有ります。3500円位より。当然新

車も有ります。

パティスリーワイスタイル 桜4-15-40 072-737-7088 ケーキ屋 10:00-19:00 不定休

鮮度の高い素材にこだわって、お子様からご年配の方まで、安心・安全で

笑顔溢れるケーキ作りに励んでいます。

最高級アーモンドの香りが豊かな「マカロン」は豊富なラインナップの中

でも特におすすめの逸品です。

ぜひご賞味ください。

CARICARI 桜4-18-14-103
革製品(鞄・財布・小物

類など）

月・火・木・

金・日

9:00-11:30 / 

12:30-18:00

不定休(主に

水・土）

イタリア(ペルージャ・ローマ・フィレンツェ)に留学し、現地の工房や学

校で鞄製作等を学びました。一点一点丁寧に仕上げた作品を牧落駅から徒

歩2分の店・工房にて販売しています。お気軽にお立ち寄りください。

癒し処りらくしんぐ

桜4-18-1

カーサコモダ箕

面

072-737-5802

リラクゼーションサロン【オイ

ルほぐし・ボディケア・ヘッ

ド・リフレ等】

10:00-22:00

【最終受付

21:20】

不定

男性も利用可能、自分へのご褒美に個室で至福のひと時をお過ごし下さい

ませ♪お得なクーポンあり◎頭から足裏までご希望の箇所をほぐし、日々

の溜まった疲れもスッキリ解消★ホットマットで深部まで温めるのでさら

にスッキリ♪

それはさうと、ハコネコ堂で。 非公開
ブックカフェと雑貨と

ギャラリー

昼カフェ11:30-

16:30(L.O. 

16:00)

夜カフェ19:00-

23:00

日・月

読書と珈琲、時々ネコ。オープンしたのは11月11日、ドストエフスキーの

誕生日。看板猫がいる静かなカフェです。文芸書や雑誌、猫関連の書籍も

充実。お茶をしながら読書をどうぞ。antique雑貨や小物、アクセサリー

も販売しています。お問い合わせはインスタグラムのＤＭで。

エコソシエ薬局 桜井1-1-1 072-720-5652 薬局 9:00-18:00 土日祝 ＰＲなし

桜

桜井



店舗名 住所 電話番号 業種 営業時間 定休日 コメント

美容室SAZAESAN
桜井1-1-3

イタハラビル2F
072-723-9474 美容室 9:00-19:00

月・第2・3火

曜
技術は非常に丁寧です。

グッドマンベーカリー＆カフェ 桜井1-7-19 072-700-2439 パン屋 8:00-19:00 日・祝
当店人気№１のぶどう食パンやいちじく食パンなど、バラエティに富んだ

食パン、食事パンを豊富に品揃え致しております。

株式会社藤井 桜井1-13-21 072-721-2064 酒類販売 10:00-19:00 日・祝

大阪北摂の地酒、呉春、秋鹿をはじめ、季節に応じた地酒を取り揃えてい

ます。

希少な「幻の酒米」を用いた呉春の特別大吟醸酒や、珍しい秋鹿の秋出し

春出し地酒は入荷してすぐに売り切れる人気商品です。

お気軽にご来店を。

己書天海晴明マリアレイ道場 桜井1-13-25 筆ペンでの筆文字教室

己書90分幸座開

催曜日は不定期

月・木14:00-

15:30

予約優先：不

定休

筆文字へのコンプレックスや、絵を描くことへの苦手意識はありません

か？短い時間で、自分らしい味のある筆文字が書けるようになります。教

室で新しいお仲間との絆も楽しく夢中になれて、自己免疫力もアップする

幸座です。

有限会社ミムラ厚文堂 桜井1-13-25 072-722-0303

はんこスタンプ・デザイン印

刷・カッティングシート看板な

どあらゆる文字工房

9:30-17:30

土・日の午前

（臨時休業す

る場合もござ

います。土・

日の午後にお

電話下さ

い。）

御出産のお祝いやお孫さんやお子様の誕生日記念に。ご入学・ご卒業・ご

就職等のメモリアルに！吉相の認印・銀行印・実印を特別な価格にてご奉

仕！☆全商品店内20％→半額以下☆

有限会社芝粧 桜井1-13-25 072-723-6403
事務用品・バック・玩

具・額縁・トレカード
10:00-18:30 木

子供さんから年配の人まで楽しい商品がゾクゾク入荷中。事務用品・色

紙・和紙・季節はがき額縁・カジュアル・ビジネスバック・リュック・サ

イフ・トレーディングカード・ベイブレード・ガンダムプラモなどな

ど！！

株式会社牧野本店 桜井1-14-2 072-721-2377 酒類・米穀類 9:30-18:00 月

創業明治25年　現在3代目です。

最初は「よろずやさん」でした。お店も２，３軒位だったと聞いていま

す。

メナードフェイシャルサロンラミッ

シュ
桜井1-16-17 0120-4874-50

エステから、ホームケ

ア
10:00-19:00 日(不定休）

お肌のチェックから　お手入れ方法　メイクレッスンまでお客様の立場に

立って喜んでいただける形でサポートさせていただきます。第一に安心安

全を心がけ納得いただけることをモットーとしています。

桜教室 桜井1-27-39 072-200-2850 学習塾

16:00-22:00、

土曜日も開講

（時間不定）

日・月・祝

当塾は勉強が苦手な子どもたちを専門としており、当塾生たちは平均点を

目指して毎日頑張っています。お子さまの勉強方法やテストの点数に不安

のある方は、ぜひ一度ご相談ください。（定員：各学年８名）

平林書店 桜井2-1-13 072-722-4095 書店 10:00-18:30 日
店頭に無い本は、最短2日でお取り寄せします。お気軽にお問合せ下さ

い。



店舗名 住所 電話番号 業種 営業時間 定休日 コメント

メゾン　ド　ガトー　ミュール 桜井2-1-14 072-722-7772 ケーキ屋 10:00-19:00 月

厳選した素材を使ったケーキに焼菓子、どの世代からも愛されるお菓子作

りを目指しています。地元の名産品のゆずを使った焼菓子が手土産に喜ば

れております。ぜひ一度ご来店下さい。

由布花 桜井2-1-14 072-722-0694 衣料品店 10:30-18:00 日・第2月曜
手織の服、作家ありの服。花、レースなどをあしらったかわいい系の服、

小物など…

うなぎのかねこ 桜井2-1-14 072-721-4057 うなぎ専門店
10:00-売切れま

で
日・月

1967年創業の老舗の鰻屋。栄養満点の鰻蒲焼・鰻巻き・八幡巻のテイクア

ウト専門店。ご贈答にも最適な鰻蒲焼でプチ贅沢を味わってみませんか？

フェルディナンド 桜井2-1-18 072-736-8722 呑めるパン屋 8:00-20:00 水 パンドミーが人気のお店です

ちどり 桜井2-1-19 072-721-2104 そば屋 11:00-16:00 月 いなり寿司お持ち帰り出来ます

デイリーヤマザキ箕面桜井店 桜井2-1-20 072-721-2015 コンビニ 5:00-25:00 無休

桜井駅すぐ目の前のコンビニです。いつも元気なスタッフが丁寧な接客で

皆様をお待ちしております。只今、朝・夕の時間帯揚げ物の学生割引実施

中です！

昌平 桜井2-1-21 072-747-7575 ステーキ
12:00-20:00の

予約制
水

和食出身の店主が鉄板でないステーキ屋を営む予約制のよそ行き店。テイ

クアウト「ステーキ重」\2,400-

フローリスト　花よし

桜井2-2-10

マストメゾン箕

面桜井1F

072-721-7197 花屋 9:30-19:00 木

「雑誌で見かけたこの花あげたいな、飾りたいな」って思ったことないで

すか？それうちで再現します！予算や季節、納期で再現が難しい場合も似

た花で近づけます！気になる花束とアレジメント見かけたら桜井の花よし

へ！

ローソン阪急桜井駅前店 桜井2-2-10-101 072-723-5188 コンビニエンスストア 24H 無し あなたの街のローソンです！笑顔でお待ちしております！

ブティック　HATOYA 桜井2-2-10-1F 072-721-4187 ブティック

平日11:00-

18:30

土日祝11:00-

18:00

不定休

かわいい大人の女性にふさわしい、上質で素敵なお洋服をTPOに合わせ

て、コーディネートさせていただきます。いつでもお気軽にご来店下さ

い。

有限会社くるま　中華レストラン 桜井2-2-20 072-723-8840 中華料理

11:00-14:30、

17:00-20:00

（L.O)、テイク

アウトは10:00-

月
創業５３年桜井のオアシス

出前も致しております

炭火やきとり　飛鳥 桜井2-2-22 072-721-9044 やきとり屋

17:00-24:00、

日・祝17:00-

23:00

月

丹波から毎朝届く新鮮な鶏肉を店内で一串一串ていねいに串刺しをしてい

ます。お席はカウンター席８席、テーブル席４名×２卓、お座敷４名×２

卓、８名×１卓。昨年１０月にリニューアルオープンし、清潔感のある店

内で皆様の御来店をお待ちしています。



店舗名 住所 電話番号 業種 営業時間 定休日 コメント

体に優しいパン工房　アンリ　桜井店 桜井2-2-24 072-725-6705 パン屋

平日 8:30-

20:00

土日祝 8:30-

19:30

なし

アンリのパンは保存料や着色料は一切使わず、素材本来の味を楽しむ体に

優しいパン。

中でもアップルパイは一番人気！人気の秘密は「サクッ」としたパイの食

感と中に包まれた絶妙な甘さのリンゴ。ひとつ食べたらもうひとつ食べた

くなる。それがアンリのアップルパイです。

そば処　薮庵 桜井2-4-3 072-723-9448 そば処 11:00-21:00 水 ＰＲなし

CAFE SNOW
桜井2-4-3

桜井ビル2F
072-737-5180 カフェ

火-土、祝日　

11:00-17:00

日・月　不定

休あり

プレゼントにも最適なクッキーやフィナンシェ等の焼き菓子、紅茶の他、

テイクアウトランチやスイーツもご用意しています。店内でも季節限定メ

ニューを始め厳選した材料で丁寧にお作りするスイーツやランチをお楽し

み下さい。

Dining PLUS 358 桜井2-5-4 072-736-8345
レストラン（黒毛和牛

＆とんかつの店）

11:30-14:00

(LO13:45)，

17:00-21:00

(LO20:30)

水・第3火曜

「手作り」にこだわりお肉やお野菜を美味しくお召し上がりいただけるレ

ストランです。黒毛和牛ローストビーフや三元豚のヒレカツがとっても人

気♪現在、店内でのお食事はもちろん「テイクアウトメニュー」も多数ご

用意しております。

お食事処　さくらい 桜井2-5-5 072-722-2095 飲食店
11:30-14:00，

17:30-23:00
水

おひとり様からご家族つれまで地域の方々が集う地元のお食事処。アット

ホームな雰囲気でおいしいお食事を楽しめます。テイクアウトあり。お気

軽にお問い合わせください。

モンキーレンチ 桜井2-6-6 072-703-1043 アメリカンダイナー

12:00-15:00、

18:00-26:00 基本的に無休

モンキーレンチオリジナルスパイスで作るTEXMEXフードは絶品‼️

スパイシーピラフ、ハンバーガー、etc…

一度ご賞味あれ‼️

カイロはしもと整体院 桜井2-7-8 072-700-3719 整体

(平日)10:00-

13:00，14:30-

21:00  (土・

祝)10:00-18:00

水・日

整体と耳ツボダイエット専門店

肩こりや腰痛の方多数来院。硬い筋肉や関節を緩めグーグー眠りモード

に、血流も姿勢も改善され終了後は「楽になった」

耳ツボと最新の栄養学により3か月で-10ｋｇも可能。ご相談下さい。

ハタナカ商店 桜井2-7-10 072-723-3221

各燃料、氷、日用雑貨、カギ

取替、ガラス入替、住まいの

リフォーム

9:00-19:00 月
夏は氷、冬は燃料、荒物雑貨、ガス器具から住まいのリフォーム何でもご

相談ください！幅広くご要望にお応えします。お気軽にお問合せ下さい。

津賀屋 桜井2-7-6 072-721-2471 宝くじ、宇治茶、酒 10:00-17:00 土・日 宇治茶、昔菓子、酒、米、宝くじいろいろ取りそろえております。

発酵食堂CHIMACHIMA 桜井2-8-15 072-735-7901
スパイスカレーとチャ

イのお店

11:00-15:00

17:00-19:00
土日祝

小麦粉・化学調味料不使用だれでも食べられる辛味が少ないスパイスカ

レーとオリジナルスパイスチャイのお店です。お豆腐や手作りドレッシン

グ、箕面産大豆の納豆などもお買い求めいただけます！

株式会社共益社 桜井2-9-2 072-723-2347 葬祭業 無休

葬儀に関する様々なご相談に対応し安心して頂く事をモットーにしていま

す。葬儀後の役所の手続きや年金、定期預金の解約等面倒な事を長年の経

験を基にお手伝い致します。何でもお気軽にご相談下さい。



店舗名 住所 電話番号 業種 営業時間 定休日 コメント

和布工房　徹乃美 桜井2-10-5 090-1154-4048
着物リフォーム　手作

りマスク販売
10:00-17:00 金・日・祝

阪急桜井市場の中で、着物の生地をリメイクするお商売を営んでおりま

す、「和布工房　徹乃美（とおのみ）」でございます。最近は、このコロ

ナ禍にあって特にマスク製作販売に力を入れております。今流行りの鬼滅

の刃シリーズからおしゃれマスクまで、サイズも色々取り揃えておりま

す。500円でお買い上げいただけますので、ご来店をお待ちしておりま

す。

menu
桜井2-10-5

桜井市場内
072-724-7246

フレンチ・イタリア料

理

11:30-15:00

(L.O.)

18:00-21:00

(L.O)

月曜不定休

地野菜や天然物をたくさん使った、カジュアルなフレンチ＆イタリアンの

お店です。大切な人との集いや、ご家族でのパーティなど、ご利用下さ

い。

GOLD　CASTLE　COFFEE
桜井2-10-5

阪急桜井市場内
050-3707-9005

コーヒー焙煎所兼カ

フェ

日～木

11:30-18:00

金

17:00-22:00

土

スペシャルティコーヒー専門店です。おうちで飲むコーヒーを贅沢に！楽

天やアマゾンでも人気上昇中のGOLD　CASTLE　COFFEEですが焙煎所

でご購入いただくと、さらに新鮮な豆を楽しんでいただけます。

桜井市場ワールド食堂&バル
桜井2-10-5

阪急桜井市場内
050-7121-1195

レストラン、バル、レ

ンタルスペース

<バル営業>　

木・金・土・日

18:00-22:00

<ランチ営業>

毎週土・日、第

3水曜日、(木、

金は基本定

休)、

・11:30-16:00

(店主により前

後します)

月・火・水(第

3水はランチ

のみ営業)

1階はシェアキッチン。ランチは曜日により店主さん、お料理が変わりま

す。夜はバルオープン！2階レンタルスペースではヘッドマッサージ、タ

ロット、ワークショップ開催中！木造長屋を改装した緑溢れるお店です。

ムッシュプリン 桜井2-10-5 072-703-9671 プリン専門店 10:00-20:00 なし

「食べると飲むの中間」を追及したプリン専門店が桜井市場の171号線沿

いに2020年12月にオープン！

余計なものは一切使用せず、最低限の素材で造られたプリンは年代問わず

愛される至極の一品です！

ザ・サンフェリーチェ 桜井2-10-18 072-743-5554
イタリアン、ピッ

ツァ、パスタ、ワイン

11:00-15:00

(14:00 LO)

17:00-22:00

(21:30 LO)

月（祝日の場

合は営業、翌

火曜休）

500℃のイタリア製薪窯で焼き上げる本格ナポリピッツァが食べられる！

「ミミに恋するピッツァ」を目指して小麦粉の配合や水分量も調整しまし

た。

ワインもショップで販売している700本から選んで持ち込める。

薫々堂 桜井2-10-22 072-722-2393 和菓子屋 9:00-18:00 火
桜井で49年和菓子屋を営んでおります。自家製餡が自慢の美味しい和菓子

です。是非一度召し上がってみて下さい。



店舗名 住所 電話番号 業種 営業時間 定休日 コメント

沖縄料理　黒猫屋　くろまやー 桜井2-10-23 072-725-9608 沖縄料理 17:30-23:00 日
箕面出身で沖縄好きの店主が営む沖縄料理をぜひうさがみそ～れ～！(お召

し上がりください)

北摂オート株式会社 桜井2-16-17 072-723-1100
自動車 販売・車検・整

備・板金
9:00-18:00 水・祝

自動車に関することならお任せください!創業７２年を迎えましたが、現在

若手や女性のスタッフがたくさん在籍し、明るく元気に活躍中です。お客

様の御愛車の安心と安全をまごころを込めてご提供いたします!

廣屋珈琲店 桜井2-17-3 072-720-7055 自家焙煎珈琲店
10:00-21:00

（L.O.20:30）
火・第3水曜

厳選した珈琲豆を直火と赤外線2種類の熱源を使い焙煎し、コクのある深

煎りの珈琲に仕上げネルドリップにて抽出しています。珈琲豆の販売も致

しておりますのでお気軽にお越し下さい。

インドネパール料理ディルクス 桜井3-1-15 072-723-0170 インドネパール料理
11:00-15:00

17:00-22:30
なし

本場のスパイスを使った本格的なインド-ネパール料理をご提供していま

す。カレー、ナン、タンドリーチキンなどの一品料理をお楽しみくださ

い。カレーの辛さは調整できます。テイクアウトもしています。

リサイクルショップ　KAZE 桜井3-8-2-101 072-722-6161 リサイクルショップ 10:00-16:00
日・祝・土曜

隔週

衣類、食器、雑貨、レコードなど生活用品から掘り出し物まで店舗にぎっ

しり！安さにもびっくりしますよ！

阪上金物株式会社 半町2-12-2 072-721-2579
建築DIY工具・金物販

売・工事

月-金→7:00-

18:30

土→7:00-18:00

日、祝日の午

後(営業は7時

から12時まで)

小さなネジや釘のバラ売りから電動工具、エクステリア、錠前など幅広く

取り扱っております。ご自宅の困った事などありましたら近くの金物屋に

ご相談ください。

濵口鍼灸整骨院 半町3-12-11 072-722-3613
鍼・灸・マッサージ・

柔道整復
10:00-19:00

日・祝■完全

予約制■

創業56年女性専用の隠れ家的サロンです。マッサージに股関節・骨盤など

の骨格調整やリンパ流しを一人一人の症状に合わせて組み込むオーダーメ

イド施術です。国家資格を持つ二代目女性施術者なので安心です。

とむ鍼灸院 半町3-13-47-107 090-5067-9893 鍼灸院

月-土曜日・

9:00-12:00

日曜日・13時以

降は予約のみと

させていただき

ます。

不定休

長野式という東西医学の融合を目指した治療を行なっております。

「ずっと前から気になる症状(肩凝り・腰痛・痛み・めまい等)がある」

「どこへ行っても治らない」という症状のお持ちの方は是非いらしてくだ

さい。

お問い合わせはお気軽にどうぞ。

ＭＩＳＯＫＡ歯ブラシ直営店 半町3-14-13 072-720-7703 工場直営ハブラシ販売 10:00-17:30 土日祝

＼もっと早く使えば良かった／のお声続々。

水で磨く歯ブラシ【ミソカ歯ブラシ】で簡単予防歯みがき！

汚れをしっかり落とし、ガラスの表面のように滑らかで艶やかに仕上が

り、

歯垢の付着や虫歯から歯を守ります。臨床試験済。工場直売です♪

中華料理　秀林 半町4-4-37 072-725-3156 中華料理
11:00-14:30

17:00-24:00

月（祝日営業

します）

どれ食べてもおいしい自信あります。本格中華だけど味付けが濃すぎず落

ち着く味。コスパも良くてこれだけ食べても1人2000円いかない。

半町

瀬川



店舗名 住所 電話番号 業種 営業時間 定休日 コメント

まらねろレンタリース箕面瀬川店 瀬川2-14-10 072-737-8135
レンタカー及び自動車

リース
9:30-18:00 不定休

ご自宅や職場など、全国どこでもご希望の場所に届く「宅配レンタカー」

を運営しています。

全て新車から良質なレンタカーを取り揃えており、お気に入りの車は中古

車としてもご購入が可能！

ロードサービス、自動車保険もお任せください。

大阪ガス風呂ショップ　神崎 瀬川4-1-50 0120-22-3044
住宅設備の販売と設置

工事
9:00-17:30 日・祝

大阪ガスの風呂ショップとしてガス給湯器やユニットバス、そしてガスコ

ンロやシステムキッチンのお取り扱いをしております。

ビクトリードラッグ箕面店

瀬川5-1-1

阪急オアシス箕

面店1F

072-721-2305 薬店 10:00-20:00 なし

大手ドラッグストアには取り扱いのない実績のある独自のカウンセリング

商品を中心に地域の幅広いお客様に対応できるよう医薬品、健康食品、化

粧品などを品揃えしてます。常時、専門のスタッフが勤務しておりますの

でいつでもお気軽にご来店、ご相談下さい。

ローソン瀬川店 瀬川5-2-3 072-723-9585 コンビニエンスストア 24H 無し あなたの街のローソンです！笑顔でお待ちしております！

鶏バルＯＫＡＹＡＮ 瀬川5-3-19 072-724-4421 居酒屋 17:00-24:00

不定休

※

Twitter/Insta

gram/Facebo

okにてお知ら

せ

阪急石橋阪大前駅東口から徒歩５分。鶏肉料理の居酒屋です。唐揚げやお

弁当の持ち帰りもできます！お休みの告知やオススメの料理等をツイッ

ターやインスタにてお知らせしています♪是非チェックしてみて下さい！

Madonna鍼灸整骨院
西小路1-8-11-

106
072-723-6089

たるみ・くすみ改善の

美容鍼

月・火・木・金　

8:30-19:00

水・土　　　　　

8:30-14:00

日・祝

～たるみを本気で改善したい方へ～

鍼だけでなく今話題のヒト幹細胞溶液とミネラルクレイの最新の技術を融

合させた細胞活性力アップコース。当院オリジナル施術で40～50代を中心

に大好評です。ぜひ、お試しください

メガネのゴトウ
西小路2-6-10

タルイビル1F
072-724-0021 めがね店 9:30-18:30 木

箕面の地に開業して40年、当店では眼鏡士の確かな技術とアフターケア、

そして安心出来る価格で、お一人おひとりのライフスタイルに合わせたメ

ガネをお作りしています。ぜひお気軽にご相談下さい。

インド＆ネパール料理＆Bar Ｓａｇｕｎ～サグ

ン～

西小路2-7-16

アサヒビル2Ｆ
072-737-7056 カレー専門店

11:00-15:00，

17:00-22:00
なし

箕面幹線沿いの気軽に味わう本格派インドカレー。スパイス香るカレーと

タンドール料理。テイクアウトもあり

やきとりや　つーちゃんち
西小路2-7-16-

205
072-786-1509 やきとり居酒屋 16:00-23:00

水（祝は除

く）

お一人様からお子様連れのご家族様までリーズナブルにご利用頂けます。

スタッフ一同フレンドリーな対応で楽しいお食事をして頂けるよう心がけ

ています。

Pot眼鏡店 西小路2-7-16 072-737-5915 眼鏡店 10:00-18:00 木・第3日曜

メガネが似合わないと思っている方や肩こり、頭痛に悩まされていて、PC

画面や本を読みだすとすぐに眠たくなり、生あくびなどの症状を自覚され

ていている方など気軽にご相談ください。予約制となっております。

西小路



店舗名 住所 電話番号 業種 営業時間 定休日 コメント

ながせデンタルクリニック

西小路2-7-21

ジャンティ箕面1

Ｆ

072-725-0007 歯科医院

月-土

9:30-13:30

水・土

15:30-19:30

月・木・金

15:30-20:30

日・祝・火曜

午後

■診療内容・・・一般歯科、歯科口腔外科、小児歯科、矯正歯科、審美治

療、インプラント、ホワイトニング、入れ歯、レーザー治療、スポーツマ

ウスガード、いびき治療 、歯茎のブリーチ

【診療室は全て個室】

洋采舎　SHINON 西小路3-5-13 072-723-8858
テイクアウト専門の洋

風惣菜店
11:30-18:30 日・月

「食卓に小さな幸せを」をコンセプトに、イチから丁寧に手作りしてて

ローストビーフやキッシュ、マリネ、煮込み料理などを揃える洋風惣菜の

テイクアウト専門店。その日のお惣菜の詰め合わせSHINONセット（1200

円）が一番人気です。

みのお骨盤リフォーム整骨院 西小路3-10-2 072-720-5588 整骨院
9:00-12:00

15:00-20:00

日・祝・水・

土の午後

便秘やぽっこりお腹といった体の悩み、肩こり、腰痛などの不調のある

人、まずは同サロンへ！お子様連れの来店も、スタッフが子守りを引き受

けます。

KwaatsiWam
西小路3-10-6

1F
072-725-3344 美容院

10:00-19:00(最

終受付)
月・第3火曜

新型コロナウイルス感染予防対策を徹底し安心安全なサービスに努めます

KwaatsiWamではライフスタイルに合わせた再現性の高いヘアを提供して

いきたいと考えております

些細なお悩みやご希望もご相談ください

勝尾寺焼窯元　ギャラリー　みのお陶

庵
西小路3-16-10 072-723-7392 陶磁器店 10:00-17:30 日・祝

府道豊中亀岡線から一本入った西小路の住宅街にあります。土壁の店内は

お蔵をイメージして作られており、白い磁肌に藍色の顔料で山野草丈様幾

何丈様が手作りされた植山昌昭の器が並びます。「滝ノ道ゆずる」の染付

磁器もあります。

ル・プラウ美容室 西小路4-1-1 072-722-1718 美容室 9:00-18:00 月・火
少人数のプライベートサロンです。一人一人のお客様を大切に施術させて

いただきます。※ご新規のお客様はカット・パーマ・カラー　20％offに！

cafeＮＯＮＮＡ 西小路4-1-1 072-734-8908 ランチカフェ 11:30-15:00 土日祝

食育指導士が作る、野菜がたくさん取れる身体にやさしいランチです！

主菜に副菜が５-７種類、具だくさんのお味噌汁とご飯、食後にはふわふ

わシフォンケーキとドリンクが付きます(^^)

ビステリアＰｌｅａｓａｎｔＤｉｎｉ

ｎｇ
西小路4-1-1 072-734-8908 西洋料理 17:30-22:00

月・第1・2火

曜

ゆったりフロアで、西洋料理で美味しいと思うものをご提供！前菜は７-

８種類の盛合せがお勧め、その他スープ、ピザ、パスタ、肉・魚料理、デ

ザートもご用意！組合せたコースもお気軽に。テイクアウトもやってま-

す！！

玄氣食堂　ゆいまる 西小路4-1-2-1 072-747-2111 食堂、カフェ 11:00-18:00 日
お野菜が不足気味の方！お魚・お肉が苦手な方！卵・乳製品・動物性タン

パク質を使わず、重ね煮のお野菜たっぷりのお食事を提供しています。



店舗名 住所 電話番号 業種 営業時間 定休日 コメント

yakinikuキッチンあさちゃん 西小路4-4-33 072-722-8551 焼肉店
11:30-15:00、

17:00-22:00

月・木（木曜

はランチのみ

営業14:00ま

で）

煙が出ないヘルシーロースターを使った焼肉店です。ゆずタルチキン南蛮

がおすすめ。お肉、一品、お弁当のTAKE　OUTもできます。

食彩　さざん 西小路4-4-33 072-725-0081 居食屋（いしょくや）
11:30-14:00，

17:30-22:00
月

箕面で開業20年、夫婦2人で和・洋・中の料理を提供しております。御来

店心よりお待ちしております。

MON POTE
西小路4-6-1

市役所別館
072-747-9264 フレンチレストラン

11:00-18:00　

夜　要予約
基本土日

有名ホテルで総料理長を勤めたシェフのフレンチとぶどう本来の味がする　

マキコレワインが楽しめるレストラン　お家でフルコースを楽しめるテイ

クアウト「おうちレストラン」もあり！

磯よし　箕面市役所店
西小路4-6-1

地下食堂
072-724-3302 食堂 11:00-18:00 土日祝

箕面市役所本館の入り口から地下に降りたところにある食堂です。

一般の方でもご利用いただけますので、ぜひ市役所にお越しの際はお立ち

寄りください。

豊富なランチメニューをご用意しています。金曜日はお得なワンコインラ

ンチ（500円）を販売。

体に優しいパン工房　アンリ　牧

落店
西小路5-1-5 072-725-6700 パン屋 9:30-18:00 なし

アンリのパンは保存料や着色料は一切使わず、素材本来の味を楽しむ体に

優しいパン。

中でもアップルパイは一番人気！人気の秘密は「サクッ」としたパイの食

感と中に包まれた絶妙な甘さのリンゴ。ひとつ食べたらもうひとつ食べた

くなる。それがアンリのアップルパイです。

ヘアサロンホワイト 西小路5-2-32 072-724-5820 理髪店 9:00-19:00 月・第3火曜 PRなし

cafe de10番 箕面市役所前 西小路5-4-15 072-722-0510
自家製生パスタと珈琲

のお店

9:00-21:00

水曜日9:00-

15:00

毎月10日

もちもち食感の自家製生パスタはソースとの絡みが良く色んなソースと相

性抜群！季節の食材と合わせた季節限定パスタが人気です♪

食後にはオリジナルブレンド珈琲をどうぞ！

コクと旨味を追求して淹れた珈琲を香りとともにお楽しみください

御菓子司　亀甲堂 西小路5-4-22 072-721-8491 和生菓子製造販売 9:00-17:00
水(月に一度連

休あり)

皆様にご贔屓にして頂きお陰様で創業50年以上になりました。「箕面ほん

まもんみたらしだんご」は焼きたてあつあつで多くの方々のお土産などに

お喜び頂いております。50年間つぎ足した秘伝のタレの味をご賞味下さ

い。

チャイニーズキッチン風の翼
西小路5-5-5

清和ビル101
072-721-7602 中華料理

11:30-

14:00(L.O)

17:30-

20:00(L.O)

月・火曜午後

皮まで手作り！自家製点心が自慢のお店です。やわらかくなるまで煮込ん

だチャーシューを使ったチャーハンも大人気！ランチにはセットになって

お得なチャーハンランチも！もちろんテイクアウトも単品メニュー、お弁

当メニューご用意してます！



店舗名 住所 電話番号 業種 営業時間 定休日 コメント

MPC（箕面プログラミングキャン

プ）

西小路5-5-5

555ビル405号室
072-723-7667 パソコン教室

平日:19:00-

21:00　土・

日:9:30-21:00

木

インターネットを使った集客のノウハウをお伝えします！

SNS、Web、AI活用講習、テクニカルサポート

Webマーケッティング講習

Webデザイン講習

AI、Webプログラミング講習

http://qa-link.net/bc/

にこにこEnglish
西小路5-5-5

豊能ビル1・2Ｆ
072-702-2546 英会話スクール

火-土　10:00-

17:00
日・祝・月

箕面市にあるネイティヴ・スピーカーと生きた英語に触れる2才～大人ま

での英語専門学校です。

キッズクラスにおいては経験豊富なバイリンガル講師と外国人講師のW

ティーチングで、「聞く」「話す」「読む」「書く」という英語4技能を

効率良く学べます。

無料体験レッスンも随時受付中です。まずはお問い合わせ下さい。

お好み焼　いまくら 牧落1-6-12 072-723-1889 お好み焼　鉄板焼 17:00-23:00 水 ウイルス感染症対策を実施して皆様のご来店を心よりお待ちしております

GEORGE BAGEL 牧落1-6-12 090-3924-3304 ベーグル専門店

8:00-19:00

(19:00以降は要

相談)

月・第1日

曜・不定休

元保育士の店主がマレーシアで学んだ技術で作る日本でも新食感のベーグ

ル専門店。

外バリッ中モチフワの唯一無二の食感が自慢です。

「ちゃちゃ入れマンデー」「関西情報ネットten」にも取り上げていただ

きました。

株式会社西山電気 牧落1-19-14 072-722-7958 電気店 9:00-19:00 木

どうやって街のでんきやさんは50年も皆の暮らしを豊かにしてきたのか？

それは困ったらすぐに相談できる便利屋さんのような気軽さと、家電はも

ちろん水道・ガス・リフォームまで含めた快適さの提案力にあります。気

持ちが上向く作家物の器も販売中。ぜひお立ち寄りを！

北摂ワインズ 牧落1-19-19 072-722-3019

ワインショップ（ナ

チュラルワイン専門

店）

11:00-19:00 火・第3月曜

箕面牧落にあるナチュラルワイン専門店。世界各国のナチュラルワインが

約180種類、ナチュラルな調味料やジュースも取り揃えております。ご予

算やお好みに応じて、提案させて頂きます。お気軽にご来店ください。

DONUTS DEPT 牧落1-19-19 072-720-1072 豆乳・おからドーナツ 10:00-17:00 火

ドーナツ作り続けて１０年！

豆乳・おからを使った手作りドーナツ専門店【DONUTS DEPT】はおかげ

さまで１０周年を迎えました◎

しっとり・フワフワドーナツは冷めても美味しいので、朝食やおみやげに

ピッタリ♪

卵・乳なしのドーナツもあります♪

牧落



店舗名 住所 電話番号 業種 営業時間 定休日 コメント

建築工房arte 2級建築設計事務所 牧落2-5-8 072-700-3119 建築設計、施工、管理 9:00-18:00 日・祝

好きに囲まれる、使う人に寄り添った空間デザインが得意な工務店です。

テレワークやおうち時間が増える今、住みにくさ解消や間取りのご相談だ

けでもお気軽にご利用いただける有料相談メニューをご用意！

詳しくはHP（「建築工房arte」で検索）をご覧ください。

イフポシブル

牧落3-1-5

エルベラーノ３

Ｆ

072-722-2525 スナック 20:00-26:00 水・第3木曜

日頃のストレスを忘れ、ほっとくつろげる時間を過ごしませんか？

感染症対策もバッチリ、安心してお過ごしいただけます。

会社、ご友人連れはもちろん、女性のお客様も大歓迎。

ご来店をお待ちしております。

割烹はんべい 牧落3-2-22 072-737-4833 日本料理

18:00-22:00

ランチ（土日祝

のみ）12:00-

14:00

水
本格懐石料理をお手軽な価格で召し上がれるのはもちろん、お気軽に単品

料理と共に日本酒で一杯も可能です。

ゆらぎスタイル 牧落3-4-20 072-702-1735
実生ゆずスキンケア、

雑貨販売
10:00-18:00 火

植物の力を使って身体の不調にお悩みのお客様に寄り添う自然療法サロ

ン。箕面市の実生ゆずを使った除菌商品、スキンケア商品の開発、販売。

ご自宅でできるセルフケアの方法なども提案させて頂きます。

よしだ鍼灸整骨院　内 owl Forest（フクロ

ウの森）
牧落3-4-23 072-720-5448

ヘッドセラピー・腸セ

ラピー

9:00-13:00,

15:30-20:00(受

付30分前まで)

土曜午後・

日・祝

何をしても身体の疲労が残る、頭・首・肩・目が辛い・・・不眠などの自

律神経の症状が気になる方。牧落ライフ目の前の当院へ。まずはお電話下

さい。（要予約）

生鮮専門店　たか橋　牧落店 牧落3-6-34 072-737-5080
精肉・青果・鮮魚・惣

菜・食品
10:30-18:30

年中無休（年

始は休みあ

り）

お肉の中でも、選りすぐりの品質の高い商品を販売。

そのお肉を使った、惣菜コーナーも味に拘っております。

毎月29日は、肉まつり開催。

からあげスタンドあさちゃん 牧落3-7-20 072-720-6039 からあげ屋

11:00-21:00

(日・月は19:30

まで)

不定休
箕面止々呂美産ゆずを使ったゆずタルチキン南蛮とからあげのお店です。

定食、ちょい呑み、TAKE　OUT、さまざまなシーンでご利用ください。

箕面かむろ 牧落3-9-13 072-725-7622 和菓子販売 10:00-18:00 水

箕面かむろでは、定番の和菓子を中心にギフト商品や季節商品などを豊富

に取り揃えております。ご自宅でのおやつ、また贈り物にも喜んで頂ける

菓子をご用意いたします。

Family Dining　こころ 牧落3-11-2 072-720-7937 ダイニング・居酒屋
11:30-15:00，

17:00-24:00
なし

大きなお座敷・テーブル・カウンター・テラスと多種多様なお席をご用意

してお待ちしています。

オーダーを頂いてからお作りする温かいお弁当も多くの皆様にご利用いた

だいています。

ご注文はお電話でどうぞ。

hair make Aila 牧落3-13-33-103 072-724-4811 美容室

火-日 10:00-

19:00

予約優先制

月

“お手入れがしにくい”・“似合う髪型が見つからない”など、髪に悩みが

あった方にしっかりとカウンセリングでご相談させて頂きながらより良い

ヘアスタイルをご提案させて頂きます。



店舗名 住所 電話番号 業種 営業時間 定休日 コメント

MINOH BEER WAREHOUSE 牧落3-14-18 072-725-7234
ビアパブ・ビール及び

グッズ等の物販

10:00-21:00

(PUB 11:00-

21:00　(LO 

20:30))

木（但し、木

が祝日の場合

は休まず営

業）

箕面ビールの直営店です。工場より徒歩１分にある、出来たて新鮮な樽生

ビールを常時10種類お楽しみいただけます。ソーセージやビール酵母で生

地から作ったピザなどビールに合ったフードメニューも。また、ボトル

ビールや、オリジナルグッズの販売も行っております。

インド料理シムラン 牧落5-5-22 072-725-9069 インド料理　カレー
11:00-15:00，

17:00-23:00
火

コロナ禍の中　みなさんに支えられ元気に頑張っております　王道のカ

レーやタンドリーの他にスパイスの香り豊かな「お鍋」やオリジナルのサ

イドメニューも豊富です　一緒に乗り越えましょう絶対！

炭火焼肉七輪　箕面店 牧落5-5-24 072-722-6160 焼肉屋
16:30-23:00

(22:30 L.O)

年中無休（但

し12/31,1/1

除く）

美味しいお肉を炭火でジュウー　自家製ダレをつけて、ぅうまい！！　換

気もバッチリもう七輪で決まり。ご来店スタッフ一同心よりお待ちしてま

す

有限会社中新 百楽荘1-1-12 072-721-2340 寿司、料理仕出し業 9:00-20:00 水

箕面百楽荘で仕出し店を営み、今年で95年になります。旬の食材をふんだ

んに用いた慶弔料理やお寿司を仕出しいたします。お気軽にお問い合わせ

ください。

牧落のおっさんの店　和 百楽荘1-2-7 072-721-8458 居酒屋

11:30-14:00

（L.O.13:30）

17:00-22:00

（L.O.21:30）

日（ランチは

日・祝）

お弁当屋さんから居酒屋になって６年。

移転し「牧落のおっさんの店　和」になって１年半になります。

お食事だけでも、お一人様でも、お気軽にお立ち寄りください。

くるりん 百楽荘1-2-7-103 072-724-9543 リサイクルショップ 10:30-18:00 日・祝

豊能障害者労働センターのリサイクルショップ1号店、阪急電鉄箕面線、

牧落駅下車徒歩2分の駅近！小さなお店ですが、お楽しみがギュっとつ

まっています。

文化屋　牧野書店 百楽荘1-2-24 072-723-2108 化粧品、医薬品、教材 8:30-18:00 日 無し

まさはん亭 百楽荘3-5-10 072-723-3055 飲食店
17:00-22:00

(L.O.)

月（不定休　

火）

四季折々、旬の食材を使った創作料理が自慢のビストロが百楽荘にあるの

をご存知ですか？地元のみなさまに支えられて、今年で17年になりまし

た。豊富なメニューで、あなたのお腹を満たします。テイクアウト可。お

気軽にお問い合わせください。

カワキヤクリーニング 百楽荘4-1-1 072-721-2422 クリーニング 9:00-20:00 年中無休
5月ドライクリーニングセール、6月布団毛布クリーニングセールを予定し

ています。是非ご利用下さい。

ハンバーグ＆ステーキ　HORN　

FIELD
百楽荘4-7-2 090-8820-9559 洋食

11:00-15:00

(L.O.14:20)，

17:30-21:30

(L.O.21:00)

水・第3木曜

当店は和牛のミンチを使用し配合、練り、焼く技術を追求し作り上げた”和

牛ハンバーグ”通常より大きな規格のエビを使用した”エビフライ”A5ラン

ク和牛のモモ肉や希少部位を使用した”和牛ステーキ”が看板メニューで

す。地元の方々に必要とされる店づくりを目指し日々営業致します。

カラオケ&カフェひろき 如意谷1-1-18 072-722-2300 カラオケ喫茶
13:00-17:00，

18:00-21:30

金・第2・4土

曜
音響抜群、カラオケゲーム、歌すき　等たのしんでいただけます。

如意谷

百楽荘



店舗名 住所 電話番号 業種 営業時間 定休日 コメント

たこ焼　ひなた

如意谷1-7-41

パレ・アルハン

ブラII 1Ｆ

072-720-5077 たこ焼　居酒屋

11:00-21:00

日曜11:00-

15:00

火・日曜15時

以降

一度食べたら他所では食べられなくなる「恋するたこ焼」とたこ焼ツウも

満足させます。真蛸を使っていて無添加なのも魅力。メニューも充実して

おり店内ではお酒も一品料理もあり女性一人でも通えるお洒落なたこ焼

屋。

COFFEE&BAKES YATT 如意谷1-12-19 072-737-9666 カフェ 8:30-19:30 不定休

YATTCAFEは箕面市如意谷にある景色の良いカフェ。1Fは食パンと珈琲

豆、焼菓子を販売。2Fはサンドやモーニングが特色のお食事をご用意。自

家焙煎のコーヒーもお楽しみいただけます。

株式会社豊設備 如意谷1-12-54 072-736-9923 水道屋 8:30-17:30 日・祝

御連絡いただきましたら、お伺いして適正な商品の提案をし、見積もりを

させていただきます。また、家の老朽化など不安な事で御質問等あればお

答えさせていただきます。

丹波屋（旧リカーショップ　タキ

モト）
如意谷2-8-20 072-722-0083

酒類、食品、米、やな

ぎ屋クリーニング取り

次ぎ店

9:00-20:00 火
酒、ビール、美味しい丹波こしひかりを販売配達しております。やなぎ屋

クリーニング取り次ぎをしております。お気軽にお問合せ下さい。

メナードフェイシャルサロン　ウェリ

アイナ

稲1-5-22

グラシアミノオ

ⅡB101号

070-5342-8078
フェイシャルエステ

サービス、化粧品販売
9:00-18:00 日・祝

お肌の悩みって人それぞれですよね？豊富なメニューの組合せで、今の悩

みに合わせてあなたの”魅力”を引き出します☆デコルテマッサージや肩ほ

ぐしで、日常の疲れもスッキリ!!心地よい施術で癒されてみませんか？

お酒の専門店　稲田酒店 稲2-1-9 072-723-6777 酒販店 10:30-21:00 日・祝

「BBQするんだけど」「誕生日にカニが届くんだ」「東北出身の方にお世

話になって」「いいお酒ない？」すべてお任せください！予算内であなた

の物語にピッタリのお酒をご提案いたします！お酒好きなら商品券は稲田

酒店で！

Lalanaria 稲4-3-30 072-741-1118 美容室 10:00-18:00 日・月

某有名店でトップスタイリストを長年務めてきた店長が創り出す予約制の

プライベートサロンです。ネイル、ホワイトニングなども扱っておりワン

ストップサービスを提供しております。

メナードフェイシャルサロン　マザー

リーフ
稲6-10-5-203 072-730-0880

フェイシャルエステ

サービス、化粧品販売
9:30-19:00 日・祝

リーズナブルな価格で本格的なフェイシャルエステを体感できる．女性の

笑顔のお手伝いをさせていただいています。

たっころっけ

坊島1-1-15

コープ箕面中央

１階

090-2385-4676
コロッケ・たこ焼き・

喫茶・軽食

10:00-20:30

(L.O.19:30)
不定休

コロッケ・たこ焼きを中心にちょっと立ち寄って何か欲しいなあに応える

メニューが盛りだくさんのお店です。

❝まるで海の家❞❝サービスエリア❞の声を頂く楽しいお店です。手作り

無添加を心がけています。

稲

坊島



店舗名 住所 電話番号 業種 営業時間 定休日 コメント

お好み焼き店「せんしゅう」 坊島1-2-4 072-721-7757 お好み焼き店

平日

11:30-14:00，

17:30-21:00

土日祝

11:30-21:00

月(祝日の場合

は翌日)

アツアツ×フワフワお好み焼きでホッコリと、、お年寄りや女性がお一人

でも「気軽」に「安心」してお立ち寄りいただける“お好み焼き”の専門

店。野菜たっぷりヘルシーで口当たりの優しいお好み焼きを、お楽しみく

ださい。

ダスキン信栄 坊島1-2-16 072-722-2600

ダスキン商品のレンタル・清掃

用品販売、エアコンクリーニン

グ、ハウスクリーニング

8:30-17:30 土日祝

抗菌モップから除菌洗浄消臭までダスキンだからできるご提案をさせてい

ただきます。エアコンクリーニング、ハウスクリーニングも無料見積実施

中！お気軽にお問合せ下さい。

ぶらぼう 坊島3-21-5 072-720-7739 リサイクルショップ 10:00-18:00 日・祝

売り場面積、豊富な品揃えは労働センターのショップNO.1！雑貨、ブラン

ド洋食器はもちろん、着物や和小物、手芸用品の多彩さは北摂随一。女性

客や外国人のリピーター多数。

電動工具・プロショップ　モリタ 坊島4-1-1 072-722-1231 工具販売

月-金 7:00-

19:00

土7:00-12:00

土曜午後・

日・祝

主婦の皆さん！切れない包丁にイライラしていませんか？当店は、包丁研

ぎ取扱をしています。ご自宅でお料理する時間が増えた昨今、包丁メンテ

ナンスは創業43年、プロショップ・モリタへご相談を！

B-MART
萱野2-11-4 芝樂

1F
072-720-6535 雑貨と和カフェ 11:30～18:00 月

「社会にいいお買い物」をコンセプトにしたセレクトショップ。福祉雑貨

やまちづくりで生まれたものなど、Backにいろんな人たちのちょうどいい

働き方が見える商品が並びます。カフェスペースもあります。

リサイクルショップＺＥＲＯの家 萱野2-2-28 072-734-7239 リサイクルショップ 11:00-16:00 土日祝

地域の皆様からいただいたお品を障がい者スタッフの皆さんが大切に点

検、清掃などを行って販売しています。洋服、着物、食器、雑貨、おも

ちゃ、本、ＤＶＤなどいろんな物がございます。ぜひ一度覗いてみてくだ

さい。

510deli
萱野2-11-4

芝楽内
072-720-6636

弁当・そうざい・食料

品店
11:00-20:00 月

手作りの日替りお惣菜、お弁当を販売している小さなデリです。よつ葉商

品など、こだわりの食料品も取扱っております。お弁当のご予約・配達も

随時お受けできます。（ご注文合計3000円以上で宅配可能。要宅配料）

かやの中央スイミングスクール 萱野4-2-10 072-723-0102 ｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

平日10:00-

19:00

土曜9:30-18:00

日曜9:00-15:00

スクールカレ

ンダーに準ず

る

個々を大切にし「出来た！」を積み重ねて

伸ばします！！

メイプル法律事務所 萱野4-3-10-402 072-723-9800 法律事務所 9:30-17:00 土日祝
「箕面に住んでて良かった…」と思えるよう、法律専門家としてベストを

尽くします。

ゆっくり

萱野5-8-1

みのおライフプ

ラザ1F

072-727-9547
おやつ・おむつ・リサ

イクル
9:30-17:30 日・祝

子どもから大人までゆっくりお買い物を楽しめるのは「ゆっくり」！リサ

イクル用品以外にも、紙おむつを販売・配達を行っています。初めての方

には特長、使い方など紙おむつの相談もお受けします。

萱野



店舗名 住所 電話番号 業種 営業時間 定休日 コメント

美容室ミスミ
萱野5-8-1

ライフプラザ内
072-730-6558 美容室 9:00-18:00 月・第3日曜

車椅子に座ったままでのカットご利用可能です。お車でお越しのお客様は

地下第三駐車場に停めて頂いて一階までエレベーターでお越し下さい。駐

車場は当店ご利用で三時間まで無料になります。

学生服の中外　箕面店 白島1-1-24 072-722-1229
学生服・スクールウェ

ア専門店
11:00-18:00

水・木（４-５

月は一部定休

日も臨時営業

することあ

り）

当店は箕面市立小・中学校の体操服・給食着・標準服等を取り扱っていま

す。お子様のスクールウェアは是非当店でお買い求め下さい。

ogawatei 白島1-1-39 072-720-5655 ステーキ＆焼肉
11:00-15:30,

17:00-22:00
火

鹿児島牛、山形牛、黒毛和牛にこだわり、お野菜も拘り全国から仕入れて

います

焼肉とステーキを両方味わっていただけます

北摂地域に限り送迎サービスをさせていただいております

Acciarpone 白島1-7-25-102 072-728-6220 パン屋

12:00-19:00(商

品完売時は閉店

することもあ

り)

木・金 百聞は一口にしかず。

手造りハンバーグの店

白島1-7-25

チアミナミビル

101号

072-729-3223 飲食業 レストラン

11:00-14:30

（L.O.14:00）

17:00-20:00

（L.O.19:30）

12/31、1/1、

2、3

「ハンバーグ食べたい！」ってなったら、手造りハンバーグの店へどう

ぞ！触感はふんわりふっくらだけど、しっかりジューシーな安心手造りハ

ンバーグ。素材の味を引き立てるあっさり醤油ベースのソースでお楽しみ

ください！

割烹音羽鮨　箕面出前センター 白島1-14-5 072-723-0100
すし、和食、出前、仕

出し
9:30-19:30

大晦日・元日

および全社会

議等特別なイ

ベント日

50年の伝統を取り入れた匠の技、新鮮素材で四季折々の本物の味をお店の

外でご堪能いただけます。

魚正 白島2-1-20 072-723-2966 居酒屋

18:00-23:00

(L.O.22:15)

テイクアウト

16:00-

日・月

白島の魚正。旬の新鮮な魚と店主の手料理のある居酒屋。おいしいもん食

べたいとき、おひとりでも大切な誰かとでも是非。料理に合うお酒取り揃

えてます。

お刺身三種盛1000円

名物すり身揚げ1個180円

テイクアウトご予約大歓迎。

インド料理専門店 クシュクシュ 箕面

店
白島2-29-21 072-725-8086 インド料理専門店

 11:00-15:00、

17:00-21:30 火

国内最大規模のロハス系イベント、「ロハスフェスタ」で、「グルメア

ワード」 を受賞。厳選した国産野菜とインド直輸入のスパイスのみを使用

した、味はもちろん素材にもこだわったインド料理です。

白島



店舗名 住所 電話番号 業種 営業時間 定休日 コメント

Modeun 白島2-29-5 072-737-5844 カフェ&バー
11:00-15:00，

18:30-22:00
水

イタリアンと韓国を中心とした多国籍カフェ&バーです。

海外旅行に行けない今、Modeunの美味しい料理でミニトリップ気分を味

わってはいかがですか？

テイクアウトもやってます！

テクテク紅茶や
白島3-1-14

アミーズ白島１F
072-737-9288 紅茶専門店

11:30-21:00

(L.O.20:00)

木＋朔日（つ

いたち）

「ちょっとお茶しよ。」そんないつものひとときのための紅茶屋です。

１杯１杯、心込めて紅茶をお淹れしています。店内で焼いた焼菓子やフー

ドと共に、茶葉本来の味わいをお愉しみ下さい。

茶葉と焼菓子は販売もしております。

株式会社シバノ 白島3-7-2 072-727-1880
宝石、貴金属、時計販

売
10:00-17:00 木

ダイヤモンド・パール・色石などのジュエリー、ブライダルからファッ

ションまで幅広く豊富に取り揃えてお安くご提供いたします。修理・リ

フォーム・お買取りも承っております。

パティスリー　クリドコック
白島3-7-2

ガレリア1F
072-729-0285

ケーキ、チョコレート

販売の店
10:00-19:00 水・第1木曜

北摂箕面から世界へ発信するショコラトリーパティスリー。世界中からの

良りすぐりの素材と地元のおいしいを掛け合わせたお菓子を作っていま

す。

オリンピア　チョコレートレーベ

ル

西宿1-15-30 みの

おキューズモール

CENTER-1F

072-734-7744 生活雑貨店 10:00-20:00 なし

キャラクターグッズ・文房具・バッグ・アクセサリー・お菓子等を取り扱

うカワイイ♪があふれるバラエティショップ。大人も子どももワクワクで

きるような楽しいお店です。

クツショウテン

西宿1-15-30 みの

おキューズモール

CENTER-1F

072-726-6281 サービス店 10:00-20:00 なし

靴修理・カバン修理・合鍵作成の専門店です。靴のクリーニング550円

～。レディースカカト交換879円。メンズカカト交換1,649円～。合鍵作成

439円～。鞄磨き2,200円～。他にも多くの修理承ります。

鮮魚たかぎ

西宿1-15-30 みの

おキューズモール

CENTER-1F

072-768-8267 食料品店 10:00-20:00 なし

私たちは魚食という食文化を守り、発展させていく事を使命として邁進し

ております。

全ての人とのご縁に感謝し、幸せになることを願い、お客様には元気とい

う感動を添えて商品を提供していきます。

肉工房 千里屋

西宿1-15-30 みの

おキューズモール

CENTER-1F

072-749-4129 食料品店 10:00-20:00 なし

当店は新鮮なお肉を、お客様にお買い求め頂きやすい価格で取り揃えてお

ります。専門店ならではの品揃え、またお肉屋さんらしいお惣菜もござい

ますので、皆様のご来店をお待ちしております。

ブーランジェリー&カフェ　サニーサ

イド

西宿1-15-30 みの

おキューズモール

CENTER-2F

072-727-7000 飲食店 8:00-20:00 なし

焼きたてのパンと焙りたてのコーヒーのおいしさを提供する、オープンフ

レッシュベーカリーカフェです。看板商品である「自家製牛肉カレー」を

始め、約100種類のパンを常時ご用意しております。

La Melange

西宿1-15-30 みの

おキューズモール

CENTER-2F

072-737-4484 身の回り品店 10:00-20:00 なし

オリジナル商品を中心とした、大人の女性向けアクセサリーブランド。デ

イリー使いからトレンドを意識したアイテムまで。パーツや素材、ひとつ

ひとつにこだわったアクセサリーを提案します。

西宿



店舗名 住所 電話番号 業種 営業時間 定休日 コメント

韓国料理 bibim'

西宿1-15-30 みの

おキューズモール

CENTER-2F

072-737-4434 飲食店 11:00-22:00 なし
韓国料理、ビビムパ、スンドゥブを中心に本場の味を堪能していただけま

す。

ラーメン横綱

西宿1-15-30 みの

おキューズモール

CENTER-2F

072-737-8831 飲食店 11:00-22:00 なし

昭和四十七年創業。京都発祥の屋台から始まったラーメン店です。創業当

時から豚骨醤油味にこだわり、今も昔も変わらぬ屋台の味を守り続けてお

ります。

カプリチョーザ

西宿1-15-30 みの

おキューズモール

CENTER-2F

072-728-0537 飲食店 11:00-22:00 なし
窯焼きのナポリピッツアやパスタ、名物のライスコロッケなどを提供する

カジュアルイタリアンレストラン。

果汁工房　果琳

西宿1-15-30 みの

おキューズモール

CENTER-2F

072-735-7000 飲食店 10:00-20:00 なし フルーツジュース

鳥さく

西宿1-15-30 みの

おキューズモール

CENTER-2F

072-728-6378 飲食店 11:00-22:00 なし

日本人に愛される「から揚げ」をメインとしリーズナブルでたっぷりとお

召し上がりいただける鳥専門店です。

お持ち帰りメニューなどもご用意しております。

Sister by Paris Lagar

西宿1-15-30 みの

おキューズモール

EAST1-1F

072-729-3888 衣料品店 10:00-20:00 なし

国内外10以上のブランドを取り扱い

最新のトレンドを取り入れた全身コーディネートのセレクトショップです

♡

F-collection

西宿1-15-30 みの

おキューズモール

EAST1-2F

072-749-5181 サービス店 9:00-19:00 なし

高い技術と綺麗なヘアースタイル、ネイルがリーズナブルな価格で！！経

験豊富なスタイリスト、ネイリストが一人で終始担当するマンツーマン接

客！！

toff

西宿1-15-30 みの

おキューズモール

EAST1-2F

072-726-3939 衣料品店 10:00-20:00 なし 婦人服、バック　アクセサリー

タピオカスイーツ　BullPulu

西宿1-15-30 みの

おキューズモール

EAST1-2F

072-768-8080 食料品店 11:00-22:00 なし
大人気のミルクティーにもちもち食感の美味しいタピオカを是非ご賞味く

ださい！

atアニマルクリニック

西宿1-15-30 みの

おキューズモール

EAST2-1F

072-728-8884 サービス店

月(午前のみ)・

水・木・金／

10:00-12:30、

16:30-19:30

土日祝／10:00-

18:00　

予約診察／月曜

日の午後 ・火

曜日

なし 動物病院、ペットホテル、トリミング



店舗名 住所 電話番号 業種 営業時間 定休日 コメント

モンベル

西宿1-15-30 みの

おキューズモール

EAST2-1F

072-736-8575 生活雑貨店 10:00-20:00 なし
登山、キャンプ、サイクリング、カヤック、ドギーに関する商品を豊富に

取り揃えております。

西尾呉服店

西宿1-15-30 みの

おキューズモール

EAST2-2F

072-726-7373 衣料品店 10:00-20:00 なし

創業110年(店舗数17店) 箕面店は6年目の西尾呉服です。地域のお客様のお

着物のご相談　お手入れ、また楽しい着物ライフのお手伝いに日々頑張っ

ております。

北摂焙煎所

西宿1-15-30 みの

おキューズモール

EAST2-2F

072-728-7311 食料品店 10:00-20:00 なし

最高品質のスペシャルティコーヒーのみを使用した自家焙煎珈琲豆専門

店。焙煎してから1週間以内の新鮮なコーヒー豆のみを販売。コーヒー豆

の種類も12種類以上。平日限定テイクアウトドリンクサービスも有り。

ご飯ととろろ　とろ麦

西宿1-15-30 みの

おキューズモール

EAST2-3F

072-726-5619 飲食店 11:00-22:00 なし

栄養を吸収し滋養強壮とも言われている

"とろろ"をお楽しみいただけます。

新しく京とろろの販売も行って

おりますので是非ご賞味ください。

TIME'S GEAR

西宿1-15-30 みの

おキューズモール

EAST3-2F

072-734-6750 身の回り品店 10:00-20:00 なし

腕時計のセレクトショップです。

カジュアル・トレンドウォッチから個性なウォッチまで、機能性はもちろ

んデザイン性も重視してセレクトしております。

腕時計の楽しさファッション性をご提案しております。

焼肉たむら

西宿1-15-30 みの

おキューズモール

WEST1-1F

072-720-5558 飲食店

平日ランチ／

11:30-14:30

平日ディナー／

17:00-22:00

土日祝／11:00-

22:00

なし

オーナーはたむらけんじ！

『焼肉を通じてみなさんをハッピーにしたい！』

美味しい焼肉を安心安全な環境でお楽しみいただけます！

コロナ対策も万全です、ぜひ！！

UNBY GENERAL GOODS STORE

西宿1-15-30 みの

おキューズモール

WEST1-1F

072-737-6661 身の回り品店 10:00-20:00 なし

バッグからはじまるスタイル提案、本当にいいと思える物や抜け目の無い

物たちを、 自分たちの価値観でお届けします。機能性抜群のバッグや話題

のアウトドアギアなど、誰もがワクワクする品揃えでお出迎えします。

八百司

西宿1-15-30 みの

おキューズモール

CENTER-1F

072-737-9831 食料品店 10:00-20:00 なし

野菜、果物販売致しております。

贈答品、お歳暮、その他各種取り揃えておりますので宜しくお願い致しま

す。

綉花　CHINESE CUISINE 西宿1-18-16 072-727-7678 中国料理店

11:30-14:30

(15:00閉店),

17:00-21:00

(21:30閉店)

火・第1・3・

5水曜

フカヒレの姿煮、アワビなどの高級食材からチャーハン、焼そば、汁そ

ば、点心まで豊富に取り扱えています。



店舗名 住所 電話番号 業種 営業時間 定休日 コメント

麺や六三六別邸箕面 西宿1-5-43 072-737-6273 ラーメン店 11:00-22:00
元旦（1/1の

み）

じゃがいもの泥落としから始まり、野菜たっぷりのスープ等普通の３倍手

間をかけ、化学調味料を一切使用しない製法でスープ全部飲んでも罪悪感

が生まれず健康的です。やき飯、ぎょうざ、から揚げも絶品です！

ハートフル　西宿本店

西宿3-16-1　西

宿ファミリーハ

イツ1F

072-727-0810 ケーキ・焼菓子販売 10:00-19:00 月

洋菓子全般、主にオリジナルデコレーションが人気で記念日などオーダー

メイドでお作りしておりお客様にも喜んで頂いております。季節の焼菓子

なども種類豊富に取り揃えております。

インテリア館リノプラス 西宿3-17-31 072-729-1351

カーテン等インテリア

用品販売、リフォーム

業

10:00-18:00 水

カーテンサンプルを多数取り揃えております。実際に見て触れて頂き、お

客様にご納得頂ける提案をさせて頂きます。カーテンのお直しも承りま

す。

リフォームでは、経験豊富な建築士が丁寧なご提案をさせて頂きます。

箕面のちいさな宝石屋

船場西1-8-9　船

場ビルディング2

Ａ

072-702-1646
宝石のリフォーム、修

理専門店
10:00-18:00 日・祝

お持ちのジュエリーを使って賢く、安く指輪やネックレスを作ることがで

きるのが、リフォームの魅力です。立て爪の指輪など昔ならではのデザイ

ンの宝石を新しくしてみませんか？

ハウスクリーニング専門店　フォーエ

ル

船場西2-14-27-3

Ｆ
072-734-6989 ハウスクリーニング業 9:00-18:00

受付　土日祝

休み／施工　

年中無休

ハウスクリーニング、エアコンクリーニングなら、安心できるお掃除の専

門家「フォーエル」へ。プロの技術でキッチンやレンジフード、エアコン

などの汚れを徹底洗浄！

三英美術 船場西2-7-5 072-736-9919 画材・額縁販売店 10:00-19:00 火

おうち時間が増えた今、絵画を始めてみるのはいかがでしょうか？敷居が

高いと思っている方も大丈夫！スタッフが丁寧にしっかりサポートいたし

ます。出来上がった作品は額装すればガラッと印象が変わります。

ログマリア カフェ＆ラテアートス

クール
船場西2-1-17 090-3260-4176

カフェ開業＆ラテアー

トスクール

月・火(その他

早朝夜間応相

談)

カフェ営業日

（ご相談に応

じます）

元専門学校カフェ・バリスタ講師🌸コーヒープロフェッショナル＆ラテア

ーティスト☕️🌈箕面市森町にカフェがあります♬春から『田舎カフェ＆

古民家カフェ開業講座』と『楽しくラテアート講座』も開講予定♡♡♡

ノイカフェ箕面船場本店 船場西3-6-40 072-796-3751 カフェ 11:00-22:45 不定休
北摂の千里中央からほど近い船場西地域にあるノイカフェの本店。幅広い

年齢層のお客様が来られ、ゆったりと時間がながれます。

手打ち蕎麦処　丹波

船場西3-8-6　

パークヒル箕面

101

072-728-8087 蕎麦店

11:30-14:30、

17:30-20:00

(午後の営業は

金・土・日の

み)

水・木

早朝より打つ手打ち蕎麦専門店。細打ち麺の二八そば、太打ち麺の十割そ

ば、お好みでお召し上がり下さい。コロナ禍の中、お家でお召し上がり頂

く為、お持ち帰りもご用意致しております。尚、居酒屋メニューも一部お

持ち帰り頂けます。

旬彩倶楽部かなかな 船場東1-13-10 072-749-2250 バイキングレストラン
11:30-15:00

(L.O.14:30)
日・祝

和洋中のお料理とデザートのランチバイキングです。1人1枚自家製ロース

トビーフのサービス♪デザートには自社農園の果実のジェラートもござい

ます。常時20種類以上のお料理からお好きなものをお好きなだけお召し上

がりください。

船場



店舗名 住所 電話番号 業種 営業時間 定休日 コメント

北摂焙煎所　本店／cafe matin
船場東1-2-20-3

Ｆ
072-726-2266

コーヒー豆販売・カ

フェ

平日

9:00-18:00

土日祝

8:00-18:00

木

レトロなビルの3階にある店内はアンティーク家具で揃えられ、広々とし

た空間。

窓から見える箕面の山々を見ながら自家焙煎コーヒーを楽しめる。モーニ

ング、ランチ、カフェと幅広く利用でき、モーニングでは『本日のコー

ヒー』がおかわりができるのが魅力。また、季節毎の味わいが楽しめる

『季節のケーキ』もおすすめ。入店時の検温、換気、消毒などコロナ対策

も実施中

DOCKET STORE

船場東1-2-20　

ウォールマンビ

ル3F

文具・雑貨店 10:00-17:00 水・木
リモートワークで便利なアイテムなどを中心に、文具や雑貨を取り扱う店

舗となっております。

ポパンクールカフェ箕面本店 船場東2-3-56 072-727-3751 カフェ 11:00-20:30 不定休

ノイカフェ本店のある船場西とは違い商業地域の船場東にあるお店、本格

的なパスタやガレットの他、シュガバターやドリップケーキが楽しめま

す。

2階では滑り台付きの小屋や、お子様が楽しめるタイプライターなどがあ

り、カジュアルにお食事が楽しめます。

Ｌｕｌａ
船場東2-3-56　

1F
072-734-6591 衣料品店 12:00-18:00 月・木 子供服・雑貨などを扱うセレクトショップです。

最上屋 船場東3-10-28 072-729-1551 精肉店 10:00-19:00 木

牛肉は山形牛A5、A4のメス牛、豚肉は年間出荷頭数約千頭の純粋金華豚を

販売しています。山形牛で作った最上屋コロッケ、メンチカツなど揚げ物

も販売しています。

香園 石丸1-11-2 072-726-0056 中華料理店
11:30-13:30，

17:30-20:00
水・第3火曜

アットホームな夫婦で営むリーズナブルな中華料理店です。ランチは11：

30-13：30、ディナーは17：30-20：00まで。

折詰仕出し乃むら 石丸1-16-2 072-729-9961
折詰弁当、御料理の仕

出し専門店

電話受付時間

9:00-21:00

配達時間

11:00-13:00

日・月・祝日

(応御相談)

当店おすすめ「折詰弁当1000円税込」「松花堂折詰1700円税込」山海の

幸２２-２５種程を彩り良く詰め合わせております。詳しくは当店ホーム

ページでhttps://www.osakanomura.com

growcafe 石丸1-6-2 072-703-4859 カフェ 8:00-17:00 火・第3水曜

手作りの日替わりランチドリンク付き1000円をメインにハンバーグや生パ

スタなどメニューを提供しています。食器は全てポーランド食器を使用し

ています。ティラミス、シフォンケーキなどカフェメニューも自慢です。

石丸・今宮・外院



店舗名 住所 電話番号 業種 営業時間 定休日 コメント

オンフルール 石丸2-6-34 072-729-7302 洋菓子店 11:00-20:00 月

記念日や　嬉しい事があった時・・

お仕事で　少し疲れた時・・

一息つけますよう。

そんな気持ちに　寄り添えるお菓子を

ずっと変わらず　作っています。感染予防に注意して　皆様の元気を応援

しています。

内田クリーニング 石丸2-8-33 072-729-2437
クリーニング、リ

フォーム
8:00-19:00 日・祝

高品質クリーニング店ですので、安心しておまかせ下さい。シミ抜きも自

信あり！古いシミもご相談下さい。衣類のリフォーム、着物、布団、カー

テン等も扱っております。

二輪館 今宮2-4-15 072-728-1515
二輪車　販売　修理　

保険
10:00-20:00 水

50cc-125ccをお探しのお客様！！

当店は５０cc-１２５ccまでのスクーター＆バイクを専門として販売、点

検、修理、保険等を取り扱い営業致しております。

お客様に安全、安心、満足をお届け出来る様に日々努力しております。

他店購入のバイクでも、お困り事が御座いましたらお気軽にご相談下さい

ませ。

肉の専門店　たか橋　本店 今宮4-10-41 072-729-6298
精肉・青果・惣菜・食

品
10:30-18:30

年中無休（年

始は休みあ

り）

お肉の中でも、選りすぐりの品質の高い商品を販売。

そのお肉を使った、惣菜コーナーも味に拘っております。

毎月29日は、肉まつり開催。

お好み焼　奴 今宮4-17-5 072-726-8015 お好み焼店 11:00-21:30 月
地元密着の家庭的なお好み焼店。家庭的な雰囲気でありながら本格派のお

好み焼を楽しめます。一品料理やおでんもあります。

POTLATCH 外院3-1-19 072-741-6656 雑貨 11:00-19:00

火（仕入れな

どにより臨時

休業あり）

カゴや日用品、古道具など新旧問わず当店でしか見つからないような、楽

しい雑貨を扱っています。

ヘアーギャラリー伊八 外院3-5-17-1c 072-727-6501 理髪店 9:00-19:00 月・第3火曜 無し

お顔と頭ほぐし専門サロン　ここ

ろ

粟生外院1-13-

15-201
050-5362-4984

エステ・リラクゼー

ションサロン
10:00-18:00 不定休

マスクやネット疲れ　解消しませんか？エイジングケアとお顔のコリをほ

ぐす小顔リフトアップ！脳疲労や首、目の疲れに頭ほぐし　お顔と頭と心

までほぐれるセラピーです。『お顔ほぐし箕面』で検索‼HP・LINEでも

ご予約承ります。

美容室デフィ 粟生外院1-21-47 072-741-9166 美容院 8:30-17:30 不定休

夫婦2人で営業している美容室、ショートカット、ストレートパーマが得

意です。感染症対策もバッチリ　マスクしたままでOKです。「髪質改善」

「美髪」に力を入れています。男性のお客様も多いのでお気軽にご来店く

ださい。

株式会社箕面薩喜庵 粟生外院2-17-1 072-727-3955 和菓子販売 9:00-19:00 第2火曜
昔ながらの和菓子をはじめ、季節に合った商品を取りそろえています。テ

レビでも紹介していただいたカフェオレ大福やフルーツ大福も人気です。

粟生外院・粟生新家



店舗名 住所 電話番号 業種 営業時間 定休日 コメント

Porte-Bonheur
粟生外院6-2-33 

百番館107号
072-768-8287 生花店 10:00-19:00 火

季節のお花を1本から楽しみませんか。花束・フラワーアレンジメント・

ドライフラワー等も承っております。

バラ好きの方は必見3月～11月は大阪府下では当店だけが取り扱っている

堀木園芸さんのバラが定期入荷しております。

(駐車場有り)

カナリヤクリーニング
粟生外院6-2-33-

104
072-727-5929 クリーニング

月-金

10:00-19:00

土

10:00-18:30

日・祝

衣替え・汚れた時、洗いたくなった時が洗い時！当店は洗いと仕上げを店

舗内でしているので、作業者に直接相談できます。様々な加工技術で長年

の悩みが解決するかも？衣類の悩みは操業30年の実績の当店へ！電話一本

で集配も承ります！

お好み焼だいにんぐ　はる家 粟生外院6-2-40 072-734-8666 お好み焼、鉄板焼き店 17:30-22:00 月・第3日曜

2年前にオープンしました。

軽い食感のお好み焼、焼きそばはもっちり太麵と広島の細麵、果物の自然

な甘みが自慢のソースが味の決め手

とにかくビールが美味い！と巷の噂！

ミスジステーキ、和牛ホルモンなど一品も人気です。

スタッフ一同、お待ちしております。

TOP進学塾 粟生新家2-1-7 072-749-0270 学習塾 13:00-23:00 日・祝

自分に合った、幅広い学校選択ができるＴＯＰの進学指導で、一緒に学習

しませんか？小学５年生から中学３年生までが対象です。新型コロナウイ

ルス感染リスク拡大防止策を講じた上で授業を行っております。ご不明な

点等がございましたらお気軽にお問い合わせください。

和み処　一彩 粟生新家5-6-14 080-5327-0131 和食店

11:30-15:00

(L.O.14:00)

17:30-22:00

(L.O21:00)

木・第3水

曜・第1・4月

曜

2019・4月にオープンしました。当店のおすすめは鯖棒寿司です。ぜひ一

度ご賞味下さいませ。四季折々のお料理もご提供させて頂きます。店内商

品のテイクアウトもはじめました。皆様のご来店を心よりお待ちしており

ます。

ペットシッターSmile Family 粟生新家5-23-31 050-5361-1250
ペットシッター・ペッ

トホテル・ドッグラン
9:00-20:00 不定休

わんちゃんやねこちゃんなどのお世話を飼い主様に代わってお世話をさせ

ていただきます。ねこちゃん用ペットホテルもございます。ドッグラン付

きレンタルルームもございますので是非ご利用下さいませ。

株式会社セイコー粟生店
粟生間谷西2-6-

1-102
072-729-7027

家電製品販売・修理、

住宅リフォーム工事
9:00-18:00 日・祝

水道設備工事、浴室・キッチン・トイレ・洗面所の改修工事、インターホ

ン・照明器具の取替、ふすまやアミ戸の張替等、住まいの修繕・リフォー

ム工事

ハルバル・インド・ヨガ
粟生間谷西2-6-

2-101
072-734-6210 インド料理店 11:00-20:00 ナシ

はるばるインドの国からやってきたスパイスのマジシャンが、医食同源を

コンセプトに、ヘルシーで低カロリーなインド料理を真心こめてご提供さ

せていただきます。

野口酒店
粟生間谷西2-6-

2-102
072-729-2001 酒屋 9:00-19:00 日

池田の地酒「呉春」、大阪箕面 実生ゆず酒「ゆずころり」取扱店。こだわ

りのお米あります。お気軽にお問い合わせください

粟生間谷



店舗名 住所 電話番号 業種 営業時間 定休日 コメント

あお鍼灸整骨院
粟生間谷西2-6-

2-104
072-726-3710 整体・鍼灸

月～土 

9:00-12:30, 

14:00-21:00

※定休日であっ

ても、受付して

いる場合があり

ます。詳しくは

HPをご確認く

ださい。

 日・水曜午後

小規模の利点を活かし、マンツーマンで施術や運動を受けていただけま

す。1時間で最大2名までのため、密になることもありません。受付時間や

予約状況などはホームページでご確認下さい。

博文堂書店　箕面あお店
粟生間谷西2-6-

2-107
072-729-6763 書籍・文具・事務用品 10:00-19:30 第3日曜

本と文具と人との出会いを大切に！！思いがけない出会いを粟生ショッピ

ングセンターで！インターネットでは味わえない驚きが本屋にはありま

す。売り場が限られるゆえに、思いの詰まった店内をチケットと一緒に歩

いてみませんか？

ヘアーサロン大和
粟生間谷西2-6-

2-109
072-729-6790 理容店 9:00-18:30

月・第2・3火

曜

1人で営業しています

コロナウイルス感染予防の為

他の人との店内での接触を避けるために

予約制にしています

安心してご来店下さい

ご来店前に予約の電話をお願いします

ハリウッド美容室
粟生間谷西2-6-

2-110
072-729-6791 美容 9:00-18:00 月

天然100%の薬剤を使用したカラーは、刺激が少なく頭皮に優しいうえ、

髪の毛がツルツルになると大好評。

訪問カット、着付けも実施しておりますので、お気軽にお問い合わせくだ

さい。

コノミヤ箕面店 粟生間谷西2-6-3 072-728-0561 スーパーマーケット 9:00-20:50
1/1、1/2、

1/3

毎週月曜日は店内全品10%引きセールを開催しております（お酒、たば

こ、本等一部除く）

御来店いただいた、すべてのお客様が対象です。ぜひ、御利用下さいま

せ。

omusubi さんかく堂 粟生間谷西3-5-4 072-737-8520 おむすび専門店
9:00-売切れ次

第終了

月・火（他不

定休有り）

おいしい新潟県産コシヒカリで作る、お持ち帰り専門の小さなおむすび屋

です。白米・玄米のおむすびを合わせて約10種類ご用意しております。安

心して召し上がっていただけるよう、具材はすべて手作りしております。

マルヤス箕面店
粟生間谷西3-13-

1
072-730-2900 食品スーパー 8:00-21:00

元旦（1/1の

み）
生鮮食品をメインに販売する食品スーパーです。

neutral cafeママン
粟生間谷西7-26-

15
090-5671-7583 カフェ 11:30-16:00

日・月・火・

水

緑いっぱいの店内で野菜中心の体にやさしいランチと自家焙煎コーヒー・

マクロビスイーツを提供しているお店です。



店舗名 住所 電話番号 業種 営業時間 定休日 コメント

エディオン箕面東店（有限会社トップ

ス）

粟生間谷東1-32-

20
072-730-8030 家電販売、リフォーム 10:00-18:00 日・祝

「実家のお父さんに電気髭剃りを贈りたい」みたいなご相談お任せくださ

い！街の電気店ですが、量販店と同じ価格でご提供できます！5,000円以

上のお買い上げで全国（一部地域除く）無料配送可能！応援チケットでお

得にお買い物して下さい！

ケーキとコーヒー　風゜輪
粟生間谷東5-4-

24
072-714-3546

洋菓子製造販売とカ

フェ
8:30-19:30 木

余計なものを加えず、素材にこだわった優しい味のケーキと薫り高い自家

焙煎珈琲をお楽しみいただける隠れ家的な洋菓子店です。イートイン、テ

イクアウトＯＫ！テラス席有り。

身長を伸ばす整体、みのお整体院

粟生間谷東5-5-28　

プレアール箕面粟

生102号室

090-3929-6962 身長を伸ばす整体 5:00-17:00 年中無休

身長を伸ばす整体が人気です。

実際に身長を伸ばして宝塚音楽学校に入学された方もいます。

施術は優しく気持ちの良いマッサージのようなもので

小学生も一人で受けに来られるほど安心、安全な施術です。

一人で施術をしていますので完全予約制でさせて頂いています。

年中無休で朝は５時～夕方４時まで受付しています。

あおのかぜSO-KO
粟生間谷東5-37-

21
050-3699-3317

雑貨、衣料品、食品販

売、カフェ、貸しス

ペース

11:00-17:00 月・木・金

古い農具倉庫を改装した店舗でオリジナルの衣類や手作り品、農産物やお

薦めの食品など暮らしを愉しむ商品を販売しています。併設カフェでは季

節を感じる飲み物と軽食をご提供。貸しスペースとしてもご利用いただけ

ます。

アリス
彩都粟生南1-17-

26
072-728-8260 カフェ・ケーキ販売

8:00-17:00

(17:00以降は予

約のみ)

火
檜の香る開放的な空間でモーニング・ランチ・カフェタイムにお気軽にお

立ち寄りください。お天気の良い日はテラス席もおすすめします。

ハートフル　彩都店
彩都粟生南1-16-

26
072-727-3780

生菓子・洋菓子・ジェ

ラート販売
10:00-18:00 月

オリジナルのオーダーメイドケーキやジェラート、季節の焼菓子ギフトな

どをご用意しております。地域密着型を目指したアットホームなお店と

なってます。ご来店お待ちしております。

リラクゼーションルーム　Sweet＊

Hand

彩都粟生南6-10-

8
072-737-9106 リラクゼーション 10:00-17:00

日・祝・木曜

不定休

肩・腰の強張り、むくみ、心身の疲れをアロマトリートメントでケアしま

せんか？7,000人以上の方をケアして来ました。1日2名様限定、女性限

定、要予約、お気軽にお問合せ下さい。

ＭＡＪ・ＮＩＯ　ヘアーデザイン 彩都粟生南6-7-9 072-743-0054 美容室 10:00-19:00
不定休（お問

合せ下さい）

美容室に行きたいケド…子供連れでは迷惑をかけてしまう。お店に人が多

く、コロナが心配っとゆう方必見！閑静な住宅街の一角にある完全個室サ

ロン。ワンツーマン接客。駐車場完備。まつ毛エクステ、着付けも承りま

す。

彩都粟生南

小野原西



店舗名 住所 電話番号 業種 営業時間 定休日 コメント

ノノグチ商会 小野原西1-12-24 072-729-3972
自転車・バイク販売修

理
10:00-日没まで 木

-自転車・バイク 販売修理の店-

他店購入車　修理歓迎

箕面に越してきて修理するお店が分からない方も歓迎します‼お気軽にお

問合せください。

魚精寿司 小野原西1-3-1 072-729-4041 飲食業（すし他）
11:00-14:00，

16:00-19:00
火

旬の新鮮な食材を使ったお造り、お寿司、ちらしのほか、お手頃な丼や定

食をぜひ一度ご賞味ください。

上にぎり 2200円、盛合わせ 880円、上うな丼 1870円、親子丼 924円、天

ぷらうどん 649円　他

感染症対策を実施し、ご来店をお待ちしております。

みーとがぁでん 小野原西1-2-23 072-728-2526 焼肉&ステーキ

お昼11:00-

14:00(os)

夜　17:00-

21:15(os)

日曜日、夜営業

のみ

月（祝日の場

合営業、振替

あり）

和牛のメス牛にこだわり一頭仕入れにより

リーズナブルな価格を実現しております。

サニーサイド箕面小野原店 小野原西5-1-15 072-735-7262 ベーカリーカフェ 7:30-19:00 第3水曜

焼き立てパンと焙りたてのコーヒーの美味しさを提供するオーブンフレッ

シュベーカリーです。看板商品は「とろーり自家製牛肉カレー」。その他

約100種類のパンを常時ご用意しております。駐車場17台有り。

公益財団法人箕面市国際交流協会 

comm cafe

小野原西5-2-36

（多文化交流セ

ンター内）

072-734-6255 コミュニティ・カフェ 9:30-17:00

月（祝日が月

曜日の場合営

業）

アットホームな雰囲気で、シェフもボランティアもお客さんも「家族」の

ようなお店です。箕面にこんな場所があるなんて知らなかった‼あなたも

「世界をつまみ食い」しに来ませんか？

PIZZERIA SOGGIORNO（ピッツェリ

ア　ソジョルノ）
小野原西5-11-38 072-735-7757 飲食店（イタリアン）

ランチ

11:30-15:00

カフェ

15:00-17:00

ディナー

17:00-22:30

(L.O.21:30)

火
ナポリピッツァ職人協会認定マエストロが、薪窯で焼くナポリピッツァの

お店

モスバーガー箕面小野原店 小野原西5-12-24 072-727-6300 ハンバーガーショップ

平日9:00-22:00

土日祝　7:00-

22:00

年中無休

新鮮野菜たっぷりのジューシーなハンバーガーやお米でサンドしたライス

バーガーなど特徴あるメニューをたくさん用意してお待ちしております。

ドライブスルーや便利なネット注文などもご利用ください。

LAVA FLOW 小野原店
小野原西6-2-12　

コモドポスト１
072-728-7785 美容室+ネイルサロン 9:00-18:30

月・第2・4火

曜

ネイルやマツ毛パーマなどトータル美容を行う美容室です。人気な美容機

器や商品を豊富にとり揃えてお待ちしております。



店舗名 住所 電話番号 業種 営業時間 定休日 コメント

リーフヘア 小野原西6-5-4 072-749-3123 美容室 9:30-19:00 月・火

夫婦で開業して20年になる小野原西にある美容室です。地域密着でアット

ホームなお店です。完全予約制ですので安心してリラックスしながらキレ

イになっていただけます。気持ちのいいヘッドスパやレディースシェービ

ングも好評です‼

デリチュース 小野原西6-14-22 072-729-1222 洋菓子　製造・販売 10:00-19:00
火（祝日の場

合は営業）

丸美 171店
小野原東 1-1-51 

シェトア小野原
072-729-8989 居酒屋 17:00-25:00 日

その日に仕入れる新鮮鮮魚！メニューは130種以上全て手作り。丸美はコ

ロナ対策を実施しておりますので、安心してご来店下さい。

大人4名様より無料送迎もしておりますので、詳しくはお電話で！

細川米穀店 小野原東2-1-39 072-729-2666 米屋 10:00-18:30 日・第3土曜 こだわった米、多数販売しています。

菓匠　𠮷兆庵 小野原東3-1-24 072-727-3688 和菓子製造、販売 9:30-18:00 水

手作りにこだわり職人は一つ一つ丹精込めて作っております。

※箕面里（みのり）　大粒の栗が入った焼菓子

※いおり大鼓　大納言小豆がたっぷり入った最中

※季節の上生菓子　慶弔用上用饅頭（要予約）

ローソン箕面小野原東三丁目店 小野原東3-13-27 072-729-8655 コンビニエンスストア 24H 無し あなたの街のローソンです！笑顔でお待ちしております！

インド料理　DiP RASNA 小野原東3-13-30 072-729-6883
インド料理レストラン

（飲食）

11:00-15:00，

17:00-22:00
不定休

やきたてナン・カレー、お子さまから大人まで食べることができます。甘

口～辛口までカレーの種類もたくさんあります。あんこナン、チョコナ

ン、その他いろいろなナンもあります。ぜひ食べにきてください。

海鮮料理ほっこり 小野原東3-13-30 072-735-7084 居酒屋

17:00-23:00

(土日のみ

11:00-13:00 弁

当販売)

水
夏は鱧、冬は牡蠣等の、旬の海鮮料理を中心に創作和食を提供している和

食居酒屋です。

よつば薬局 小野原東3-4-17 072-734-6808 調剤薬局
9:00-18:00、

土曜9:00-13:00
日・祝

病気で来られた患者さまの気持ちが少しでも楽になるよう、薬に関するア

ドバイスを行うことをモットーとして努力して参ります。ちょっと聞いて

みたいことなどでも構いませんので、どうぞお気軽にご相談ください。 １

人でも多くの患者さまが信頼できる「かかりつけ薬局」を目指し、日々勉

強・努力に努めます。

ライズ
小野原東5-1-27-

102
072-729-9669 美容室 9:30-18:30 月・第3日曜

小野原東の小さなヘアサロン

小さなお子様からミドル　シルバーエイジまで幅広い世代に愛されるサロ

ン☆

笑顔溢れるスタッフがお迎えします。

くせ毛やうねりダメージなどのお悩みにお応えし理想のスタイルを提供さ

せて頂きます♪

小野原東



店舗名 住所 電話番号 業種 営業時間 定休日 コメント

銀蔵　小野原店 小野原東5-2-1 080-1400-3527 海鮮料理店

10:00-15:00

(L.O.14:30)

平日ディナー 

18:00-21:30

(L.O.21:00)

土曜ディナー 

17:30-22:00

(L.O.21:30)

日・祝ディナー

17:30-21:30

(L.O.21:00)

不定休

大阪府中央卸売市場　仲買直営のお店です。

旬の新鮮なお魚をボリュームある定食や一品でお召し上がりいただけま

す。

海鮮丼・鰻弁当などのテイクアウトもできます！電話での御予約も承って

おります。

INDIAN KITCHEN 小野原東5-8-51 072-727-5670
インドカレー・インド

料理

11:00-15:00、

17:00-22:30

土日祝

11:00-22:30

(ランチ16:00ま

で)

不定休

本場仕込みのシェフたちが作るもちもちのできたてナンと本格インドカ

レーをご用意してます。テイクアウトでお手軽にお家でも召し上がって頂

けます。

炭火焼肉七輪　小野原店 小野原東5-8-3 072-726-3558 焼肉屋
16:30-23:00

(22:30 L.O)

年中無休（但

し12/31,1/1

除く）

広い空間で１テーブル換気がついているので安心してお食事していただけ

ます！炭火で焼くお肉は一段と美味しく、白ごはん、ビールと一緒に食べ

ていただくと更に美味しいです。困ったことがあれば何でもお声かけくだ

さい！

やきとり大吉　小野原店 小野原東5-8-51 072-728-2333 居酒屋
18:00-、土日祝

17:00-
水 アットホームなお店です。是非　美味しい焼き鳥をお楽しみ下さいませ！

自然派ハウスクリーニング

HappyLife

小野原東5-19-

24-103
072-786-5018

エアコンクリーニン

グ・ハウスクリーニン

グ

9:00-19:00 不定休

植物系洗剤なのにめっちゃキレイになる！いい香りがする！と大人気のエ

アコンクリーニング。アレルギー体質の方や、子ども・ペットと暮らす方

から沢山ご依頼頂いています。ハウスクリーニングも夫婦でお伺いしま

す！

Cafe＆Bar　K's　Square 小野原東6-29-11 072-728-4647 カフェ・バー 19:00-24:00 不定休

閑静な住宅街にある隠れ家のような小さなお店。

旬の生フルーツを使用したカクテルは、女性に大変人気です。

珍しい洋酒・日本酒・焼酎も500円-とリーズナブル。

おひとり様はもちろん、ご友人ご夫婦で楽しいひと時をお過ごし下さい。



店舗名 住所 電話番号 業種 営業時間 定休日 コメント

cafe ras moca 森町南2-1-19 072-736-8887
カフェ・ランチ・ケー

キ
10:30-17:00

不定休（ホー

ムページにて

ご確認下さ

い）

ランチメニューは、ごはん物や創作パスタを各種そろえています。手作り

ケーキやハンドドリップコーヒー等もゆったりとお楽しみ下さい。テイク

アウトは全てのメニューで可能です。お気軽にお立ちより下さい。

クウネル 森町中1-15-4 072-738-1355
犬のシャンプー・カッ

トのお店

月火木金土／

9:00-

祝／10:00-
水・日

ワンコのシャンプー＆カットのお店です。

おすすめのゴハンやおやつ・おもちゃなども取り揃えています。様々な技

術、知識を持ったスタッフ一同で皆様とワンちゃんをお待ちしています！

（森町と豊能町にお店があります）

イロドリ 森町中1-18-16 080-2465-4247 カフェ 11:00-17:00
土日祝，第4

月曜

イロドリカフェは大阪北部に位置する箕面市森町の閑静な住宅街の一角に

佇む小さなカフェです。オーダーを頂いてから豆を挽き、サイフォン式で

一杯ずつ丁寧に入れたコーヒーでゆったりとした時間をお過ごしくださ

い。

Cafe 八曲音 森町中1-17-14 072-735-7547 カフェ

11:00-17:00、

18:00-21:00

(要予約)

木・金

閑静な住宅街の箕面市森町にある当店は、皆さんに喜んで頂けるお料理を

心を込めてお作りしています。ペット同伴OKのテラス席や、小さなお子様

や団体様に使って頂ける個室がありますので、お気軽にお尋ねください。

ログマリア カフェ 森町中3-24-6 090-3260-4176
カフェ(サンドイッチ＆

ケーキ＆コーヒー)
11:00-17:00

月・火・不定

休有り

コーヒープロフェッショナル＆ラテアーティストが

自然豊かな箕面にオープンした一軒家カフェ❣️

シーズン限定メニューあり♡

森のサンドイッチや、スペシャルティコーヒー＆

ケーキがオススメ♬コーヒー豆の販売もあります。

森の小さなケーキ屋さんも始めます♪人気の『森のたまごプリン』もテイ

クアウトしませんか？🌸

箕面森町動物病院 森町北1-3-2 072-753-8771
小動物臨床、犬のシャ

ンプー、ペットホテル

9:00-12:00，

16:30-20:00

木・大晦日と

正月三ケ日

水、土日、祝日は午後を予約診療、往診、手術時間としています。

時間外診療希望の場合はお電話下さい。

大阪湾が見下ろせる森町の動物診療所です。

https://ameblo.jp/hg20706/

森町・その他



店舗名 住所 電話番号 業種 営業時間 定休日 コメント

bikky crop&zakka 森町北1-8-9 072-741-5243

米粉パン、パン用ミッ

クス粉、ぽん菓子、焼

き菓子他

オンライン

ショップ　

10:00-18:00

工房販売（野

外） 12:00-

17:00

オンライン

ショップ　 土

日祝他

工房販売（野

外）　金曜の

みの販売予定

です。

4月よりオンラインショップがリニューアルします。商品のひとつ「グル

テンフリーパン用ミックス粉」をご紹介したいと思い、ミックス粉で作っ

たパンを少し販売したいと思います。他にも焼き菓子など予定していま

す。（工房での販売は6月30日までの予定）

Style Plus 090-1244-0229

ファッションコンサルティン

グ、カラーコンサルティング、

動画編集講座、ブランディング

コンサルティング

9:00-19:00 不定休

パーソナルカラー診断、同行ショッピング、クローゼット作り、スタイリ

ングアドバイス、スマホ動画編集講座、ブランディングアドバイス等、毎

日のお洋服に迷われる方。第一印象を良くしたい方に向けて色やデザイン

の力を使ってサポートいたします。お気軽にご相談ください。


