
 

 

 

 

 

 

 

取 扱 店 住  所 営業時間 定休日 電 話 番 号 業 種 

フローリスト花＊花 粟生間谷西 2-6-2-105 10:00-19:00 不定休 072-749-5587 生花店 

株式会社ワタナベクリーニング 

サンプラザ店 
箕面 6-3-1-108 9:00-18:30 木 072-724-5668 クリーニング 

株式会社ワタナベクリーニング 

粟生店 
粟生間谷西 2-6-2-108 10:00-18:00 なし 072-729-3511 クリーニング 

株式会社ワタナベクリーニング 

牧落本店 
牧落 3-15-33 7:00-19:00 日 072-722-6766 クリーニング 

morinonacafe 森町中 1-14-9 9:00-17:00 

日・月・祝 

臨時休業時は

Instagram に

てご案内して

います。 

072-703-7797 カフェ 

令和３年２月２２日以降に登録のあった

お店を掲載します。（令和３年６月３日現在） 



松井塗装店 新稲 8:00-18:00 日 090-5974-5697 塗装工事業 

明石倶楽部 白島 2-22-24 
11:30-15:00 

17:30-22:00 

水・第 2・3 火 

不定休あり 
072-723-7739 

す っ ぽ ん ・ ふ

ぐ・はも・すし 

あとおし屋 箕面店 西宿 1-1-7-102 11:00-19:00 木 072-727-4129 
天然石・パワー

ストーン・風水 

箕面松新 箕面 4-2-23 
11：00-14：00 

17：00-22：00 
水 072-723-6736 飲食店（寿し店） 

あたまの休息くう 桜 1-2-16 
10:00-12:30 

15:00-18:00 

不定休 090-1902-6100 
ヘッドマッサー

ジセラピー 

Citron Vert 西小路 5-4-34 9：00-19：00 日 090-3970-8851 
メディカルアロ

マサロン 

Fun Fun Kitchen 如意谷 4-3-11 12:00-19:00 土日祝 072-737-4311 食品製造販売 

ガス機器通販  

ガス器具ヒルズ大阪 
箕面 1-8-31-101 9:00-18:00 日 072-724-2289 

ビルトインガス

コンロ ガス給

湯器の販売設置 

タカケンクリーニング半町共栄店 半町 3-6-5 7：00-18：30 木・日・祝 072-723-2661 
クリーニング取

次店 

Y'sNote 稲 2-1-12 8：00～20：00 火・第 2 水曜 072-723-0171 

レンタカー・新

車販売・中古車

販売 

セブンイレブン箕面今宮 4 丁目店 今宮 4-10-48 24H 年中無休 072-730-8660 コンビニ 

フォトサロンせきの S 西小路 5-4-2-5F 10:00-18:00 水 072-722-1577 
証明写真撮影、

出張撮影 



orange 小野原東 3-8-30 

火曜〜金曜 

11:30ー14:30 

（L.O１４時） 

17:30ー21:30 

（L.O２１時） 

土曜 ．祝日 

17:30-21:30

（L.O２１時） 

日曜、月曜日 080-2479-0123 カレー、定食 

Beau bois 桜 4-11-16 11:00〜17:00 なし(不定休) 072-749-9022 カフェ 

BAZZ LIGHT 箕面 6-4-46 11:00-23:00 火 090-8213-7100 カフェ 

ローソン箕面桜 3 丁目店 桜 3-1-17 24ｈ なし 072-723-1667 コンビニ 

十二松六左衛門 西宿 1-5-43 

平日 

11:30-15:00, 

17:00-22:00 

土・日 

11:30-15:00, 

16:00-22:00 

祝日  

11:30-15:00, 

16:00-22:00 

なし 072-737-6274 焼きしゃぶ店 



和韓料理 プルコギ専門店じゅろく 小野原西 6-5-38 

平日  

11:30-15:00, 

17:00-22:00 

土・日 

11:30-15:00, 

16:00-22:00 

祝日  

11:30-15:00, 

16:00-22:00 

なし 072-726-0106 韓国料理 

岡内薬局 白島店 白島 2-28-5 

月～金 

9：00～19：00 

土 

9：00～13：00 

日・祝 072-723-6550 調剤薬局 

ミドリヤ薬局 粟生間谷西 2-6-2-106 

月水金 

9：00-20：00 

火木 

9：00-19：30 

土 

9：00～14：00 

日・祝 072-729-6762 調剤薬局 



みのお薬局 桜 4-11-15 箕面桜医療ビル１F 

月～金 

9:00-19:00 

土 

9:00-13:00 

日・祝 072-722-0311 調剤薬局 

青松園薬局 白島 1-1-21 

月火木金 

9:00-19:00 

水 

9:00-17:00 

土 

9:00-13:00 

日・祝 072-720-5670 調剤薬局 

岡内薬局 如意谷店 如意谷 1-5-3 

月火水金 

9:00-19:00 

木 

10:00-17:00 

土 

9:00-13:00 

日・祝 072-721-9174 調剤薬局 



小野原東薬局 小野原東 4-27-33 ドムス小野原 

月火木金 

9:00-19:00 

水 

9:00-17:00 

土 

9:00-13:00 

日・祝 072-749-1111 調剤薬局 

お菓子のお店ラ・ポーム 箕面 6-9-14 10:00-20:00 火 072-723-8070 ケーキ屋 

ダイワサイクル箕面店 小野原西 5-12-17 10:00-20:00 12/31 , 1/1 072-728-1888 
自転車の販売及

び修理など 

花と緑のグリーンバレイ 桜 1-14-13 9:00-18:00 なし 072-721-4123  

Ducca 箕面 牧落 3-3-13 ソレーユミノオ 201 10：00-19：00 月・第３日 072-737-8235 
脱毛とフェイシ

ャルエステ 

しらんけど 箕面 1-2-6-203 
12:00-15:00, 

18:00-24:00 
火 072-714-0517 居酒屋 

Green note... 萱野 4-11-1 10:00～18:30 水 072-723-4187 園芸店 

ému cafe 牧落 3-5-8 
11:00-21:30 

(L.O21:00) 
月・第１火 072-796-3455 

カフェレストラ

ン・ケーキ店 

Michiru Assiette Dessert 桜 1-16-26 

12:00〜21:00 

完全予約制の為 

御予約ない場合閉店 

火・水 

不定休有り 
080-6118-5560 

デザートレスト

ラン 

理容フクイ 坊島 4-21-1 8:30-19:00 月・火 072-722-8418 理容業 



明治の森 箕面 音羽山荘 箕面公園 1-3 

お食事： 

11:30-14:30 

17:00-22:00 

火 072-721-3005 

すし和食料理・

宿泊・ウェディ

ング 

箕面とみなが整体院 粟生外院 1-14-22 
平日・土曜 

9:00-19:00 
日 072-734-8588 整体 

ステーキハウス 百日紅 
西小路 4-4-1  

箕面シャトレーロードビル 102 

平日 

11:00-15:30 

土曜 

11:00-15:30 

日・祝 080-7502-1372 ステーキハウス 

シェ・ナカツカ 坊島４－１０－４ 10:00-20:00 第３水曜 072-720-3636 ケーキ製造販売 

ALOHA ANGEL CAFE 桜井 1-13-25 

10:00-17:00 

当面の間時短営業

のため 15 時まで

となります。 

営業は 5 月 6 日か

らとなります。 

日・祝・月 072-724-0086 カフェ 

くしかつ ゆめや 桜井 3-7-22 宮野マンション 1F 17:00-23:00 木 072-723-5194 串カツ専門店 

ブーランジェリーカラン 西小路 3-1-15 9:00-18:00 
日・祝日、 

荒天日 
072-720-6569 パン屋 

やまや牧落店 桜 1-1-1 10:00-21:00 年中無休 072-720-0855 酒屋 



やまや箕面船場店 船場東 3-5-39 10:00-20:00 なし 072-726-2600 酒屋 

酒のやまや 箕面外院店 粟生外院 5-4-8 10:00-21:00 年中無休 072-749-1477 酒屋 

Natural Dining 鶏○ 船場西 1-8-9B1F 

17:30-23:00 

(L.O. 22:30) 

時短営業要請期間

中は要請時間迄 

月曜・第３火曜 

G・W 期につ

いては不定休 

072-737-8083 焼き鳥・居酒屋 

kitchen suu 箕面 6-2-29 

火-土 

11:30-22:30 

日曜 

 11:30-17:00 

月 080-9127-2727 飲食店 

本格四川料理 中村屋 桜井 2-5-2-1F 

昼 

11:00-14:30 

夜

17:00-22:00(L.

O.21:30) 

コロナで時短要請

が出てる場合は要

請に従い時短営業

します。 

火 080-4012-1189 中華料理店 

なないろクッキングスタジオ 牧落 5-5-46 10:00-13:00 水・土  お料理教室 



チーズとワインのお店 

cache-cache 
稲 6-15-17-1F 

火水木  

12:00-17:00 

土  

14:00-17:00 

(不定休) 

月金日 072-734-8415 

チーズ、ワイン、

チーズティー、

オリーブオイル 

販売 

婦人服・服飾雑貨  

カナッティーニ 
箕面 6-5-2 フードコンパニオン 10:00-19:00 月 090-2199-3606  

七福堂本舗 桜井 2-4-5 サンティエ桜井 1F 10:00-19:30 火 072-720-7722 
お好み焼、たこ

焼き 

ＳＢＳホクブ 牧落 2-17-18 10:00-19:00 
水・第２木曜・

第３日曜 
072-721-3600 

オ ー ト バ イ 販

売、修理 

生餃子 遊 小野原東 3-13-20 11:00-19:00 水 072-737-6969 

生 餃 子 の 販 売

（ テ イ ク ア ウ

ト） 

りそう整骨院 桜井 3-2-24 

平日 

10:00-20：00 

土曜 

10:00-18:00 

祝日 

10:00-15:00 

日 072-714-2229 整骨院 

 


