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店名・屋号等 ＴＥＬ 業種 阪急バス ゆずるバス

明治の森　箕面　音羽山荘 箕面公園1-3 072-721-3005 すし和食料理・宿泊・ウェディング 箕面 箕面駅
旬彩和食　紅葉 箕面公園1-10 072-723-5525 和食 箕面 箕面駅
紅葉 箕面公園1-10 072-723-5525 お土産・物販 箕面 箕面駅
桃太郎 箕面公園1-11 072-721-3354 みやげもの店 箕面 箕面駅
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 箕面 箕面駅

有限会社樋口酒店 箕面1-1-37 072-721-3112 酒店 箕面 箕面駅
久國紅仙堂 箕面1-1-40 072-721-2747 もみじの天ぷら 箕面 箕面駅

もみぢや 箕面1-1-41 072-721-3125 物産店 箕面 箕面駅

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 箕面 箕面駅
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 箕面 箕面駅
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 箕面 箕面駅
bar　K　spirits 箕面1-2-6　箕面駅前ビル204 072-722-5500 バー 箕面 箕面駅
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 箕面 箕面駅
しらんけど 箕面1-2-6-203 072-714-0517 居酒屋 箕面 箕面駅
河鹿荘 箕面1-4-3 072-723-0122 もみじの天ぷら 箕面 箕面駅
花こまち 箕面1-4-6 072-722-2801 カフェ、小売り 箕面 箕面駅
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 箕面 箕面駅

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 箕面 箕面駅
植田宝栄堂 箕面1-6-3 072-721-4156 おみやげ物 箕面 箕面駅
FINE　MOGUL 箕面1-8-1　箕面駅前ビル2F 072-722-6769 美容室 箕面 箕面駅
きぬがさ 箕面1-8-6 072-723-2800 飲食店・定食・お弁当 箕面 箕面駅
ガス機器通販　ガス器具ヒルズ大阪 箕面1-8-31-101 072-724-2289 ビルトインガスコンロ　ガス給湯器の販売設置 箕面 箕面駅
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 箕面 箕面駅
花畑商店 箕面2-1-5 072-721-3104 行者そば販売店 箕面 箕面駅
金平ラーメン 箕面2-1-28 072-725-3636 ラーメン屋 箕面 箕面駅
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） 箕面 箕面駅
中井商会 箕面2-1-32 072-721-3369 自転車・バイク　販売・修理 箕面 箕面駅
北摂スパイス研究所 箕面2-1-34 072-735-7799 スパイス料理 箕面 箕面駅
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 箕面 箕面駅
カフェ　山帰来 箕面2-14-71 072-722-2191 旅館の中にあるカフェ - -
みのお山荘　風の杜 箕面2-14-71 072-722-2191 宿泊施設 - -
カフェ＆スペース　クーネロコ 箕面3-3-31 072-721-5491 カフェ 北小学校前 瓢箪池
箕面松新 箕面4-2-23 072-723-6736 飲食店（寿し店） 第二中学校口 第二中学校口

ピンクポコペン 箕面4-8-30 072-720-0585 リサイクルショップ 中小学校前 中小学校前

キャベツ畑 箕面4-8-39 072-724-2544 日替定食、弁当 中小学校前 中小学校前

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 箕面 箕面駅
美容室museDanae 箕面5-1-52　箕面アルコス2F 072-720-6678 美容室 箕面 箕面駅
ヘアーサロンせと 箕面5-10-11 072-722-3586 理容業 箕面警察前 箕面警察前

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 箕面警察前 箕面警察前

カーサコレクション 箕面5-11-11 072-768-8277 婦人衣料品 箕面警察前 箕面警察前

喫茶るうぷ　メイプルホール店 箕面5-11-23市立メイプルホール２F 072-723-8801 喫茶 箕面警察前 箕面警察前

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 箕面警察前 箕面警察前

女将さんのお弁当　嵯峨野茶家 箕面5-13-40-A105　箕面ﾆｭｰﾌﾟﾗｻﾞ1F 072-721-1070 お弁当・御膳一品料理・湯豆腐・和食居酒屋 箕面警察前 箕面警察前

VIAMINO 箕面5-13-46 072-725-3373 薪窯ピッツァとイタリア料理 箕面 箕面駅
居酒家　まるこん 箕面5-13-46 072-724-0551 居酒屋 箕面 箕面駅
茂里鮨 箕面5-13-49 072-722-7366 寿司屋 箕面 箕面駅
味園 箕面5-13-49 072-722-1123 寿司　一品料理 箕面 箕面駅
ヘアーサロン五味 箕面5-14-50 072-724-8030 理美容 箕面 箕面駅
コレクションMODEM 箕面6-1-13 072-725-5576 衣料品店 箕面 箕面駅
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 箕面 箕面駅
HairPlanning La Cero 箕面6-1-15　第6吉光ビル2F 072-725-8221 美容室 箕面 箕面駅
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 箕面 箕面駅
中華屋KurumA 箕面6-1-16 072-724-7111 中華料理・惣菜・弁当等 箕面 箕面駅
みのお博宝花園 箕面6-1-18 072-722-3388 生花・園芸店 箕面 箕面駅
ＫＵＲＵＫＵＲＵ 箕面6-1-19 072-737-4666 婦人服小売 箕面 箕面駅
Beer　Shop　UMEHARA 箕面6-1-20 072-741-2619 酒類小売業 箕面 箕面駅
GELATO　STAND 箕面6-1-21 050-5806-6485 ジェラート専門店 箕面 箕面駅
伏見屋箕面店 箕面6-1-21 080-4801-9321 豆腐販売店 箕面 箕面駅
銀座に志かわ　箕面店 箕面6-1-30 箕面本通りｱｰﾊﾞﾝﾗｲﾌ 072-725-2402 食パン屋 箕面 箕面駅
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 箕面 箕面駅
海鮮処　鱻　ぎょぎょぎょ 箕面6-1-32 070-1741-0804 飲食店 箕面 箕面駅
洋食フェリーチェ 箕面6-1-32-103 072-720-3031 洋食屋 箕面 箕面駅
箕面駅前鍼灸整骨院 箕面6-2-5-102 072-724-1161 整骨　鍼灸 箕面 箕面駅
AGATHA 箕面6-2-16 072-724-9039 婦人服雑貨 箕面 箕面駅
ヨシダスタジオ 箕面6-2-28 072-721-7295 写真撮影 箕面 箕面駅

箕面公園

箕面



店名・屋号等 ＴＥＬ 業種 阪急バス ゆずるバス

kitchen suu 箕面6-2-29 080-9127-2727 飲食店 箕面 箕面駅
生活応援団 箕面6-3-1　みのおｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ１号館 072-723-9511 能勢野菜専門店 箕面 箕面駅
J-HOUSE 箕面6-3-1　みのおｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ１号館 072-722-2741 生活雑貨 箕面 箕面駅
フジメイト 箕面6-3-1　みのおｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ１号館 072-723-7850 学生服、スクール用品、グンゼ肌着の店 箕面 箕面駅
ブティック　ハヤシ 箕面6-3-1-101　みのおｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ1号館 072-722-0884 ブティック 箕面 箕面駅
アトリエるびえ 箕面6-3-1-102 072-724-4646 紳士、婦人靴 箕面 箕面駅
肉のサンエイ 箕面6-3-1-103　みのおｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ1号館 072-721-3156 精肉店 箕面 箕面駅
トフ 箕面6-3-1-105　みのおｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ1号館 070-1800-5487 婦人服・バッグ・アクセサリー 箕面 箕面駅
株式会社ワタナベクリーニング　ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ店 箕面6-3-1-108 072-724-5668 クリーニング 箕面 箕面駅
箕面ベニヤ 箕面6-3-1-109　みのおｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ1号館 072-721-3355 化粧品販売 箕面 箕面駅
ポップ 箕面6-3-1-110　みのおｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ1号館 072-721-7843 子供服 箕面 箕面駅
喫茶　木だち 箕面6-3-1-114　みのおｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ1号館 072-723-5056 喫茶店 箕面 箕面駅
三谷屋洋服店 箕面6-3-1-115　みのおｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ1号館 072-721-7215 オーダーメイド紳士服オーダーシャツの洋服店です 箕面 箕面駅
夢・む 箕面6-3-1-116　みのおｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ1号館 072-722-2642 婦人衣料品店 箕面 箕面駅
光和電気 箕面6-3-1-118　みのおｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ1号館 072-721-3096 家電専門店 箕面 箕面駅
Angel Dog 箕面6-3-1-120　みのおｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ1号館 072-723-4772 ペット美容、ホテル 箕面 箕面駅
和田酒店 箕面6-3-1-123　みのおｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ1号館 072-721-3157 酒店 箕面 箕面駅
寝具の立花 箕面6-3-1-124　みのおｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ1号館 072-723-6880 ふとん販売 箕面 箕面駅
箕面メープル印刷 箕面6-3-1-131　みのおｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ1号館 072-735-7018 印刷（ポスター、チラシなど） 箕面 箕面駅
マイ・クローゼット　エマ 箕面6-3-1-137　みのおｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ1号館 072-721-1253 婦人服 箕面 箕面駅
一誠堂薬局 箕面6-3-1-202　みのおｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ1号館 072-721-0877 薬局（調剤・医薬品・漢方薬） 箕面 箕面駅
Le JARDIN 美容室 箕面6-3-1-206　みのおｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ1号館 072-722-8603 美容室 箕面 箕面駅
Sports shop ドライバーホース 箕面6-3-1-212　みのおｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ1号館 072-721-1212 スポーツショップ 箕面 箕面駅
得得 箕面店 箕面6-4-1 072-725-1270 うどん屋さん 箕面 箕面駅
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 箕面 箕面駅
A La 箕面6-4-24 072-722-5567 イタリア料理、ピッツェリア 箕面 箕面駅
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 箕面 箕面駅
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 箕面 箕面駅
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 箕面 箕面駅
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 箕面 箕面駅
きのしたブック 箕面6-4-28 072-722-1915 本屋 箕面 箕面駅
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） 箕面 箕面駅
傘木はりきゅう整骨院 箕面6-4-43 072-722-5580 はりきゅう整骨院 箕面 箕面駅
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 箕面 箕面駅
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 箕面 箕面駅
ワインバーテラ箕面店 箕面6-4-46 072-722-1118 ワインバー 箕面 箕面駅
BAZZ　LIGHT 箕面6-4-46 090-8213-7100 カフェ 箕面 箕面駅
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 箕面 箕面駅
リサイクルブティック　ベル 箕面6-4-46　メイトビル106 072-722-9988 古物商 箕面 箕面駅
伊勢見商店 箕面6-715-1 072-722-9128 鮮魚店 箕面 箕面駅
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 箕面 箕面駅
魁羅洲 箕面6-5-1 072-725-5571 居酒屋 箕面 箕面駅
フローリストみのおガーデン 箕面6-5-2 072-721-7093 生花店 箕面 箕面駅
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 箕面 箕面駅
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 090-2199-3606 婦人服・服飾雑貨 箕面 箕面駅
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 箕面 箕面駅
ザ・やおや 箕面6-5-2　フードコンパニオン内 青果小売業 箕面 箕面駅
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） 箕面 箕面駅
菓子工房エピナール 箕面6-6-8 072-724-2248 洋菓子店 箕面 箕面駅
ペット・デ・ルポ 箕面6-6-45 072-714-2529 ペット（犬）グッズショップ 箕面六丁目

彩香 箕面6-6-47 072-721-5489 お好み焼 箕面六丁目

箕面テレビ 箕面6-7-51 072-722-3184 家電販売、電気工事 箕面六丁目 箕面七丁目

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 箕面六丁目 箕面七丁目

銀なべ 箕面6-9-8 072-722-4169 飲食店 箕面六丁目 箕面七丁目

お菓子のお店ラ・ポーム 箕面6-9-14 072-723-8070 ケーキ屋 箕面六丁目 箕面七丁目

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 箕面六丁目 箕面七丁目

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 箕面六丁目 箕面七丁目

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 箕面六丁目 箕面七丁目

松井塗装店 新稲 090-5974-5697 塗装工事業 新稲 新稲
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 新稲東 新稲東
Cafe　terrace　KumKum 新稲2-1-43 072-735-7357 カフェ 新稲 新稲
ちぐさ美容室 新稲3-1-31 072-722-4373 美容院 新稲東 新稲東
feel at home 新稲4-2-2 072-743-3286 パーソナルトレーニング、オンラインフィットネス 新稲東 新稲東
瀧川塗装店 新稲5-14-12 090-9273-1386 建築塗装業 桜ケ丘西 桜ケ丘西

ローソン新稲店 新稲7-9-10 072-723-2593 食品、日用品、酒、ﾀﾊﾞｺ、本、ＦF.ﾏﾁｶﾌｪ、厨房商品 桜ヶ丘3丁目 桜ヶ丘3丁目

コンヴェルサシオン 新稲7-9-17 072-723-1852 洋菓子 桜ケ丘西 桜ケ丘西

新稲



店名・屋号等 ＴＥＬ 業種 阪急バス ゆずるバス

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 桜ケ丘西 桜ケ丘西

やまや牧落店 桜1-1-1 072-720-0855 酒屋 桜 桜
あたまの休息くう 桜1-2-16 090-1902-6177 ヘッドマッサージセラピー 桜 桜中央橋

メイプルサイクル 桜1-13-32 072-721-0300 自転車店 桜
髪と癒しファミール 桜1-13-32 072-734-6299 美容室 桜 桜
花と緑のグリーンバレイ 桜1-14-13 072-721-4123 園芸小売店 桜 桜
森上金物店 桜1-16-25 072-722-2574 金物屋 桜 桜
Michiru Assiette Dessert 桜1-16-26 080-6118-5560 デザートレストラン 桜 桜
ローソン箕面桜3丁目店 桜3-1-17 072-723-1667 コンビニ 桜ヶ丘 桜中央橋

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 桜 桜中央橋

みのお薬局 桜4-11-15　箕面桜医療ビル１F 072-722-0311 調剤薬局 桜 桜中央橋

Beau bois 桜4-11-16 072-749-9022 カフェ 桜 桜中央橋

パティスリーワイスタイル 桜4-15-40 072-737-7088 ケーキ屋 桜 桜
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】 桜 桜
CARICARI 桜4-18-14-103 革製品(鞄・財布・小物類など） 桜 桜
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 桜ケ丘 桜ケ丘
ヘア＆メイク　クオーレ 桜ケ丘1-10-48-2Ｆ 072-737-8683 美容室 桜ケ丘 桜ケ丘
高山堂　箕面店 桜ケ丘3-9-15 072-725-7585 和菓子屋 桜ケ丘 桜ケ丘
Hug Home Café 桜ケ丘4-1-44 080-5313-5162 お稽古サロン 桜ケ丘西 石澄住宅

それはさうと、ハコネコ堂で。 桜井1 ブックカフェと雑貨とギャラリー - -
美容室SAZAESAN 桜井1-1-3　イタハラビル2F 072-723-9474 美容室 南桜井 桜井駅
グッドマンベーカリー＆カフェ 桜井1-7-19 072-700-2439 パン屋 南桜井 桜井駅
藤井酒店 桜井1-13-21 072-721-2064 酒類販売 南桜井 桜井駅
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 南桜井 桜井駅

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 南桜井 桜井駅
ALOHA ANGEL CAFE 桜井1-13-25 072-724-0086 カフェ 南桜井 桜井駅
己書天海晴明マリアレイ道場 桜井1-13-25　ｱﾛﾊｴﾝｼﾞｪﾙｶﾌｪ内 メールでのみ予約 筆ペンでの筆文字教室 南桜井 桜井駅
株式会社牧野本店 桜井1-14-2 072-721-2377 酒類・米穀類 南桜井 桜井駅
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 南桜井 桜井駅
桜教室 桜井1-27-39 072-200-2850 学習塾 牧落 牧落駅
平林書店 桜井2-1-13 072-722-4095 書店 南桜井 桜井駅
メゾン　ド　ガトー　ミュール 桜井2-1-14 072-722-7772 ケーキ屋 南桜井 桜井駅
由布花 桜井2-1-14 072-722-0694 衣料品店 南桜井 桜井駅
うなぎ　かねこ 桜井2-1-14 072-721-4057 蒲焼専門店 南桜井 桜井駅
フェルディナンド 桜井2-1-18 072-736-8722 呑めるパン屋 南桜井 桜井駅
ちどり 桜井2-1-19 072-721-2104 そば屋 南桜井 桜井駅
デイリーヤマザキ箕面桜井店 桜井2-1-20 072-721-2015 コンビニエンスストアー 南桜井 桜井駅
昌平 桜井2-1-21 072-747-7575 ステーキ 南桜井 桜井駅
フローリスト　花よし 桜井2-2-10　ﾏｽﾄﾒｿﾞﾝ箕面桜井1F 072-721-7197 花屋 南桜井 桜井駅
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 南桜井 桜井駅
ブティック　HATOYA 桜井2-2-10-1F 072-721-4187 ブティック 南桜井 桜井駅
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 南桜井 桜井駅
炭火やきとり　飛鳥 桜井2-2-22 072-721-9044 やきとり屋 南桜井 桜井駅
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 南桜井 桜井駅
CAFE SNOW 桜井2-4-3　桜井ビル2F 072-737-5180 カフェ 南桜井 桜井駅
七福堂本舗 桜井2-4-5　サンティエ桜井1F 072-720-7722 お好み焼、たこ焼き 南桜井 桜井駅
本格四川料理 中村屋 桜井2-5-2-1F 080-4012-1189 中華料理店 南桜井 南桜井
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） 南桜井 南桜井
お食事処　さくらい 桜井2-5-5 072-722-2095 飲食店 南桜井 南桜井
モンキーレンチ 桜井2-6-6 072-703-1043 アメリカンダイナー 南桜井 南桜井
津賀屋 桜井2-7-6 072-721-2471 宝くじ、宇治茶、酒 南桜井 桜井駅
カイロはしもと整体院 桜井2-7-8 072-700-3719 整体 南桜井 桜井駅
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 南桜井 桜井駅

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 南桜井 桜井駅
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 南桜井 南桜井
menu 桜井2-10-5　桜井市場内 072-724-7246 フレンチ・イタリア料理 南桜井 南桜井
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 南桜井 南桜井
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 南桜井 南桜井
ムッシュプリン 桜井2-10-5 072-703-9671 プリン専門店 南桜井 南桜井
イノコー整体サロン 桜井2-10-5阪急桜井市場西11 090-6826-6661 整体 南桜井 南桜井
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 南桜井 南桜井
薫々堂 桜井2-10-22 072-722-2393 和菓子屋 南桜井 南桜井
沖縄料理　黒猫屋　くろまやー 桜井2-10-23 072-725-9608 沖縄料理 南桜井 南桜井
佐用 桜井2-10-38-101 昼 鯛ラ―メン、鯛飯  夜 焼き肉しゃぶ 南桜井 南桜井
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 牧落 桜井駅

桜・桜ケ丘

桜井



店名・屋号等 ＴＥＬ 業種 阪急バス ゆずるバス

廣屋珈琲店 桜井2-17-3 072-720-7055 自家焙煎珈琲店 南桜井 桜井駅
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 南桜井 南桜井
くしかつ　ゆめや 桜井3-7-22　宮野マンション1F 072-723-5194 串カツ専門店 南桜井 南桜井
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 南桜井 南桜井

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 南桜井 桜井駅
タカケンクリーニング　半町共栄店 半町3-6-5 072-723-2661 クリーニング取次店 半町 半町
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 南桜井 南桜井
とむ鍼灸院 半町3-13-47-107 090-5067-9893 鍼灸院 南桜井 南桜井
ミソカ歯ブラシ直営店 MISOKA 半町3-14-13 072-720-7703 工場直営ハブラシ販売 半町 半町
ハンジョウ、はりきゅう整骨院 半町3-15-7 072-725-2006 はりきゅう整骨院 半町 半町
中華料理　秀林 半町4-4-37 072-725-3156 中華料理 半町 半町
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 半町 半町
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 瀬川 西南小学校前

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 瀬川 西南小学校前

鶏バルＯＫＡＹＡＮ 瀬川5-3-19 072-724-4421 居酒屋 瀬川 西南小学校前

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 桜 桜
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 箕面警察前 箕面警察前

Pot眼鏡店 西小路2-7-16 072-737-5915 眼鏡店 箕面警察前 箕面警察前

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1Ｆ 072-725-0007 歯科医院 箕面警察前 箕面警察前

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 中小学校前 中小学校前

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 箕面警察前 箕面警察前

KwaatsiWam 西小路3-10-6   1F 072-725-3344 美容院 箕面警察前 箕面警察前

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（作家物）専門店 箕面警察前 箕面警察前

ル・プラウ美容室 西小路4-1-1 072-722-1718 美容室 箕面市役所前 箕面市役所前

cafeＮＯＮＮＡ 西小路4-1-1 072-734-8908 ランチカフェ 箕面市役所前 箕面市役所前

ビステリアＰｌｅａｓａｎｔＤｉｎｉｎｇ 西小路4-1-1 072-734-8908 西洋料理 箕面市役所前 箕面市役所前

玄氣食堂　ゆいまる 西小路4-1-2-1 072-747-2111 食堂、カフェ 箕面市役所前 箕面市役所前

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ﾄﾞﾋﾞﾙ102 080-7502-1372 ステーキハウス 箕面市役所前 箕面市役所前

yakinikuキッチンあさちゃん 西小路4-4-33 072-722-8551 焼肉店 箕面市役所前 箕面市役所前

食彩　さざん 西小路4-4-33 072-725-0081 居食屋（いしょくや） 箕面市役所前 箕面市役所前

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 箕面市役所前 箕面市役所前

磯よし　箕面市役所店 西小路4-6-1　地下食堂 072-724-3302 食堂 箕面市役所前 箕面市役所前

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 箕面市役所前 箕面市役所前

ヘアサロンホワイト 西小路5-2-32 072-724-5820 理髪店 箕面市役所前 箕面市役所前

フォトサロンせきのS 西小路5-4-2-5F 072-722-1577 証明写真撮影、出張撮影 箕面市役所前 箕面市役所前

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 箕面市役所前 箕面市役所前

御菓子司　亀甲堂 西小路5-4-22 072-721-8491 和生菓子製造販売 箕面市役所前 箕面市役所前

Citron Vert 西小路5-4-34 090-3970-8851 メディカルアロマサロン 箕面市役所前 箕面市役所前

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 箕面市役所前 箕面市役所前

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 箕面市役所前 箕面市役所前

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 箕面市役所前 箕面市役所前

上田鍼灸療院 牧落1-3-16 072-724-6448 鍼灸・あんま・指圧マッサージ 箕面市役所前 箕面市役所前

お好み焼　いまくら 牧落1-6-12 072-723-1889 お好み焼　鉄板焼 箕面市役所前 箕面市役所前

GEORGE BAGEL 牧落1-6-12 090-3924-3304 ベーグル専門店 箕面市役所前 箕面市役所前

株式会社西山電気 牧落1-19-14 072-722-7958 電気店 箕面高校前 箕面高校前

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） 箕面高校前 箕面高校前

DONUTS DEPT 牧落1-19-19 072-720-1072 豆乳・おからドーナツ 箕面高校前 箕面高校前

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 箕面高校前 箕面高校前

ＳＢＳホクブ 牧落2-17-18 072-721-3600 オートバイ販売、修理 箕面高校前 箕面高校前

イフポシブル 牧落3-1-5　エルベラーノ３Ｆ 072-722-2525 スナック 箕面市役所前 箕面市役所前

割烹はんべい 牧落3-2-22 072-737-4833 日本料理 箕面市役所前 箕面市役所前

Ducca箕面 牧落3-3-13　ソレーユミノオ201 072-737-8235 脱毛とフェイシャルエステ 中小学校前 中小学校前

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 中小学校前 中小学校前

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 中小学校前 中小学校前

ému cafe 牧落3-5-8 072-796-3455 カフェレストラン・ケーキ店 箕面市役所前 箕面市役所前

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 箕面市役所前 箕面市役所前

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 中小学校前 中小学校前

くるりん 牧落3-7-22　光ハイツ106号 072-724-9543 リサイクルショップ 中小学校前 牧落駅
箕面かむろ 牧落3-9-13 072-725-7622 和菓子販売 稲 稲
鉄板焼 Family Dining　こころ 牧落3-11-2 072-720-7937 ダイニング・居酒屋 箕面市役所前 箕面市役所前

hair make Aila 牧落3-13-33-103 072-724-4811 美容室 箕面高校前 箕面高校前

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 箕面高校前 箕面高校前

株式会社ワタナベクリーニング　牧落本店 牧落3-15-33 072-722-6766 クリーニング 箕面高校前 箕面高校前

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 箕面高校前 箕面高校前

西小路

牧落

半町・瀬川



店名・屋号等 ＴＥＬ 業種 阪急バス ゆずるバス

炭火焼肉七輪　箕面店 牧落5-5-24 072-722-6160 焼肉屋 箕面高校前 箕面高校前

なないろクッキングスタジオ 牧落5-5-46 お料理教室 箕面高校前 箕面高校前

有限会社中新 百楽荘1-1-12 072-721-2340 寿司、料理仕出し業 桜 牧落駅
牧落のおっさんの店　和 百楽荘1-2-7 072-721-8458 居酒屋 桜 牧落駅
文化屋　牧野書店 百楽荘1-2-24 072-723-2108 化粧品、医薬品、教材 桜 牧落駅
まさはん亭 百楽荘3-5-10 072-723-3055 飲食店 牧落 牧落
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 牧落 牧落
株式会社ユウ建築工房 百楽荘4-1-21 072-737-8021 建築・リフォーム 牧落 牧落
ハンバーグ＆ステーキ　HORN　FIELD 百楽荘4-7-2 090-8820-9559 洋食 牧落 牧落

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 第二中学校口 第二中学校口

岡内薬局　如意谷店 如意谷1-5-3 072-721-9174 調剤薬局 如意谷 如意谷一丁目

たこ焼　ひなた 如意谷1-7-41 ﾊﾟﾚ・ｱﾙﾊﾝﾌﾞﾗII 1Ｆ 072-720-5077 たこ焼　居酒屋 如意谷 如意谷一丁目

COFFEE&BAKES YATT 如意谷1-12-19 072-737-9666 カフェ 如意谷住宅前 聖母被昇天学院前

株式会社豊設備 如意谷1-12-54 072-736-9923 水道屋 如意谷住宅前 如意谷一丁目

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 如意谷住宅前 萱野北小学校前

フレッシュフーズ　キクヤ 如意谷2-8-32 072-722-3570 弁当・生鮮食料品 如意谷萱野北小前

Fun Fun Kitchen 如意谷4-3-11 072-737-4311 食品製造販売 萱野北小学校前 萱野北小学校前

ケアタクシーみもざ 稲1-3-5-208 080-2542-3663 介護タクシー
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 中小学校前 中小学校前

お酒の専門店　稲田酒店 稲2-1-9 072-723-6777 酒販店 稲 稲
Y'sNote 稲2-1-12 072-723-0171 レンタカー・新車販売・中古車販売 稲 稲
Lalanaria 稲4-3-30 072-741-1118 美容室 市立病院前 船場西一丁目

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 市立病院前 稲ふれあいｾﾝﾀｰ

チーズとワインのお店　cache-cache 稲6-15-17-1F 072-734-8415 チーズ、ワイン、チーズティー、オリーブオイル　販売 豊島高校前 豊島高校前

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 芝西 芝西
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 中小学校前 中小学校前

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

中小学校前 中小学校前

ぶらぼう 坊島3-21-5 072-720-7739 リサイクルショップ 坊島 萱野北小学校前

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 かやの中央 かやの中央

理容フクイ 坊島4-21-1 072-722-8418 理容業 坊島 萱野北小学校前

シェ・ナカツカ 坊島4‐10‐4 072-720-3636 ケーキ製造販売 白島 白島

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 萱野三平前 萱野北小学校前

510deli 萱野2-11-4　芝楽内 072-720-6636 弁当・そうざい・食料品店 かやの中央 かやの中央

B-MART 萱野2-11-4 芝樂1F 072-720-6535 雑貨と和カフェ かやの中央 かやの中央

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 萱野小学校前 萱野小学校前

Green note... 萱野4-11-1 072-723-4187 園芸店 萱野三平前 萱野小学校前

美容室ミスミ 萱野5-8-1　ライフプラザ内 072-730-6558 美容室 市立病院前 市立病院

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 市立病院前 市立病院

喫茶るうぷ　ライフプラザ店 萱野5-8-1みのおライフプラザ1F 072-727-9546 喫茶・軽食 市立病院前 市立病院前

青松園薬局 白島1-1-21 072-720-5670 調剤薬局 白島 白島
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 白島 白島
ogawatei 白島1-1-39 072-720-5655 ステーキ＆焼肉 白島 白島
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 白島 白島一丁目

Acciarpone 白島1-7-25-102 072-728-6220 パン屋 白島 白島一丁目

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 白島 白島
魚正 白島2-1-20 072-723-2966 居酒屋 白島 白島
明石倶楽部 白島2-22-24 072-723-7739 すっぽん・ふぐ・はも・すし 白島北 白島北
岡内薬局　白島店 白島2-28-5 072-723-6550 調剤薬局 萱野北小学校前 萱野北小学校前

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 白島北 白島北
Modeun 白島2-29-5 072-737-5844 カフェ&バー 白島北 白島北
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 白島北 白島北
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 石丸 石丸
株式会社シバノ 白島3-7-2 072-727-1880 宝石、貴金属、時計販売 石丸 石丸

あとおし屋　箕面店 西宿1-1-7-102 072-727-4129 天然石・パワーストーン・風水 萱野小学校前 萱野小学校前

十二松六左衛門 西宿1-5-43 072-737-6274 焼きしゃぶ店 かやの中央 かやの中央

麺や六三六別邸箕面 西宿1-5-43 072-737-6273 ラーメン店 かやの中央 かやの中央

八百司 西宿1-15-30 みのおｷｭｰｽﾞﾓｰﾙCENTER-1F 072-737-9831 食料品店 かやの中央 かやの中央

オリンピア　チョコレートレーベル 西宿1-15-30 みのおｷｭｰｽﾞﾓｰﾙCENTER-1F 072-734-7744 生活雑貨店 かやの中央 かやの中央

クツショウテン 西宿1-15-30 みのおｷｭｰｽﾞﾓｰﾙCENTER-1F 072-726-6281 サービス店 かやの中央 かやの中央

鮮魚たかぎ 西宿1-15-30 みのおｷｭｰｽﾞﾓｰﾙCENTER-1F 072-768-8267 食料品店 かやの中央 かやの中央

肉工房 千里屋 西宿1-15-30 みのおｷｭｰｽﾞﾓｰﾙCENTER-1F 072-749-4129 食料品店 かやの中央 かやの中央

ブーランジェリー&カフェ　サニーサイド 西宿1-15-30 みのおｷｭｰｽﾞﾓｰﾙCENTER-2F 072-727-7000 飲食店 かやの中央 かやの中央

稲・坊島

萱野・白島

西宿

百楽荘

如意谷



店名・屋号等 ＴＥＬ 業種 阪急バス ゆずるバス

La Melange 西宿1-15-30 みのおｷｭｰｽﾞﾓｰﾙCENTER-2F 072-737-4484 身の回り品店 かやの中央 かやの中央

韓国料理 bibim' 西宿1-15-30 みのおｷｭｰｽﾞﾓｰﾙCENTER-2F 072-737-4434 飲食店 かやの中央 かやの中央

ラーメン横綱 西宿1-15-30 みのおｷｭｰｽﾞﾓｰﾙCENTER-2F 072-737-8831 飲食店 かやの中央 かやの中央

カプリチョーザ 西宿1-15-30 みのおｷｭｰｽﾞﾓｰﾙCENTER-2F 072-728-0537 飲食店 かやの中央 かやの中央

果汁工房　果琳 西宿1-15-30 みのおｷｭｰｽﾞﾓｰﾙCENTER-2F 072-735-7000 飲食店 かやの中央 かやの中央

鳥さく 西宿1-15-30 みのおｷｭｰｽﾞﾓｰﾙCENTER-2F 072-728-6378 飲食店 かやの中央 かやの中央

Sister by Paris Lagar 西宿1-15-30 みのおｷｭｰｽﾞﾓｰﾙEAST1-1F 072-729-3888 衣料品店 かやの中央 かやの中央

F-collection 西宿1-15-30 みのおｷｭｰｽﾞﾓｰﾙEAST1-2F 072-749-5181 サービス店 かやの中央 かやの中央

toff 西宿1-15-30 みのおｷｭｰｽﾞﾓｰﾙEAST1-2F 072-726-3939 衣料品店 かやの中央 かやの中央

タピオカスイーツ　BullPulu 西宿1-15-30 みのおｷｭｰｽﾞﾓｰﾙEAST1-2F 072-768-8080 食料品店 かやの中央 かやの中央

atアニマルクリニック 西宿1-15-30 みのおｷｭｰｽﾞﾓｰﾙEAST2-1F 072-728-8884 サービス店 かやの中央 かやの中央

モンベル 西宿1-15-30 みのおｷｭｰｽﾞﾓｰﾙEAST2-1F 072-736-8575 生活雑貨店 かやの中央 かやの中央

西尾呉服店 西宿1-15-30 みのおｷｭｰｽﾞﾓｰﾙEAST2-2F 072-726-7373 衣料品店 かやの中央 かやの中央

北摂焙煎所 西宿1-15-30 みのおｷｭｰｽﾞﾓｰﾙEAST2-2F 072-728-7311 食料品店 かやの中央 かやの中央

ご飯ととろろ　とろ麦 西宿1-15-30 みのおｷｭｰｽﾞﾓｰﾙEAST2-3F 072-726-5619 飲食店 かやの中央 かやの中央

TIME'S GEAR 西宿1-15-30 みのおｷｭｰｽﾞﾓｰﾙEAST3-2F 072-734-6750 身の回り品店 かやの中央 かやの中央

焼肉たむら 西宿1-15-30 みのおｷｭｰｽﾞﾓｰﾙWEST1-1F 072-720-5558 飲食店 かやの中央 かやの中央

UNBY GENERAL GOODS STORE 西宿1-15-30 みのおｷｭｰｽﾞﾓｰﾙWEST1-1F 072-737-6661 身の回り品店 かやの中央 かやの中央

綉花　CHINESE CUISINE 西宿1-18-16 072-727-7678 中国料理店 西宿 白島一丁目

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 今宮三丁目 今宮四丁目

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 今宮三丁目 今宮四丁目

北摂焙煎所　本店／cafe matin 船場東1-2-20-3Ｆ 072-726-2266 コーヒー豆販売・カフェ 新船場北橋 船場東一丁目

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 今宮三丁目 今宮四丁目

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 新船場北橋 船場団地

Ｌｕｌａ 船場東2-3-56　1F 072-734-6591 衣料品店 新船場北橋 船場団地

やまや箕面船場店 船場東3-5-39 072-726-2600 酒屋 新船場北橋 船場団地

最上屋 船場東3-10-28 072-729-1551 精肉店 新船場南橋 新船場北橋

Natural Dining 鶏○ 船場西1-8-9 B1F 072-737-8083 焼き鳥・居酒屋 新船場北橋 新船場北橋

箕面のちいさな宝石屋 船場西1-8-9　船場ビルディング2Ａ 072-702-1646 宝石のリフォーム、修理専門店 新船場北橋 新船場北橋

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 新船場南橋 新船場南橋

三英美術 船場西2-7-5 072-736-9919 画材・額縁販売店 新船場南橋 船場西二丁目

ジュエリーサロン美尚 船場西2-7-11 072-726-2450 ジュエリーの卸・小売、加工、修理 新船場南橋

ハウスクリーニング専門店　フォーエル 船場西2-14-27-3Ｆ 072-734-6989 ハウスクリーニング業 新船場北橋 船場西二丁目

ノイカフェ箕面船場本店 船場西3-6-40 072-796-3751 カフェ 新船場南橋 船場西二丁目

手打ち蕎麦処　丹波 船場西3-8-6　パークヒル箕面101 072-727-8087 蕎麦店 新船場南橋 船場西二丁目

growcafe 石丸1-6-2 072-703-4859 カフェ 今宮 石丸南
香園 石丸1-11-2 072-726-0056 中華料理店 今宮 第四中学校前

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 青松園前もしくは今宮 第四中学校前

オンフルール 石丸2-6-34 072-729-7302 洋菓子店 青松園前 第四中学校前

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 青松園前 第四中学校前

二輪館 今宮2-4-15 072-728-1515 二輪車　販売　修理　保険 今宮 今宮
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 今宮三丁目 今宮四丁目

セブンイレブン箕面今宮4丁目店 今宮4-10-48 072-730-8660 コンビニ 今宮三丁目 今宮四丁目

お好み焼　奴 今宮4-17-5 072-726-8015 お好み焼店 今宮三丁目 今宮四丁目

POTLATCH 外院3-1-19 072-741-6656 雑貨 青松園前 青松園前

ヘアーギャラリー伊八 外院3-5-17-1c 072-727-6501 理髪店 外院 外院

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 新家 粟生外院

箕面とみなが整体院 粟生外院1-14-22 072-734-8588 整体 新家 新家
HAIR SALON TsuRenchi(ツレンチ) 粟生外院1-21-47 072-741-9166 美容院 新家 粟生外院

株式会社箕面薩喜庵 粟生外院2-17-1 072-727-3955 和菓子販売 外院 外院
酒のやまや 箕面外院店 粟生外院5-4-8 072-749-1477 酒屋 外院 外院
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 外院 外院
Porte-Bonheur 粟生外院6-2-33 百番館107号 072-768-8287 生花店 外院 外院
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 外院 外院
TOP進学塾 粟生新家2-1-7 072-749-0270 学習塾 新家 新家
和み処　一彩 粟生新家5-6-14 080-5327-0131 和食店 豊川住宅前 豊川住宅前

ペットシッターSmile Family 粟生新家5-23-31 050-5361-1258 ペットシッター・ペットホテル・ドッグラン 豊川住宅前 豊川住宅前

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 宮の前 宮の前
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 山の口 山の口
身長を伸ばす整体、みのお整体院 粟生間谷東5-5-28　ﾌﾟﾚｱｰﾙ箕面粟生102号室 090-3929-6962 身長を伸ばす整体 山の口 山の口
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 中村・宮の前 粟生間谷東五丁目

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 粟生団地 粟生団地

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 粟生団地 粟生団地

船場

石丸・今宮・外院

粟生外院・粟生新家

粟生間谷・彩都粟生



店名・屋号等 ＴＥＬ 業種 阪急バス ゆずるバス

野口酒店 粟生間谷西2-6-2-102 072-729-2001 酒屋 粟生団地 粟生団地

あお鍼灸整骨院 粟生間谷西2-6-2-104 072-726-3710 整体・鍼灸 粟生団地 粟生団地

フローリスト花＊花 粟生間谷西2-6-2-105 072-749-5587 生花店 粟生団地 粟生団地

ミドリヤ薬局 粟生間谷西2-6-2-106 072-729-6762 調剤薬局 粟生団地 粟生団地

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 粟生団地 粟生団地

株式会社ワタナベクリーニング　粟生店 粟生間谷西2-6-2-108 072-729-3511 クリーニング 粟生団地 粟生団地

ヘアーサロン大和 粟生間谷西2-6-2-109 072-729-6790 理容店 粟生団地 粟生団地

ハリウッド美容室 粟生間谷西2-6-2-110 072-729-6791 美容 粟生団地 粟生団地

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 粟生団地 粟生団地

omusubi さんかく堂 粟生間谷西3-5-4 072-737-8520 おむすび専門店 宮の前 宮の前
マルヤス箕面店 粟生間谷西3-13-1 072-730-2900 食品スーパー 宮の前 宮の前
neutral cafeママン 粟生間谷西7-26-15 090-5671-7583 カフェ 中村 東山南公園前

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 彩都あさぎ三丁目 彩都粟生南二丁目

アリス 彩都粟生南1-17-26 072-728-8260 カフェ・ケーキ販売 彩都あさぎ三丁目 彩都粟生南二丁目

ＭＡＪ・ＮＩＯ　ヘアーデザイン 彩都粟生南6-7-9 072-743-0054 美容室 彩都粟生南六丁目 間谷北公園前

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 彩都粟生南六丁目 間谷北公園前

丸美 171店 小野原東 1-1-51 シェトア小野原 072-729-8989 居酒屋 小野原 小野原
細川米穀店 小野原東2-1-39 072-729-2666 米屋 小野原 小野原旧街道

菓匠　𠮷兆庵 小野原東3-1-24 072-727-3688 和菓子製造、販売 小野原南 小野原東三丁目

よつば薬局 小野原東3-4-17 072-734-6808 調剤薬局 小野原東五丁目 小野原東四丁目

orange 小野原東3-8-30 080-2479-0123 カレー、定食 小野原東五丁目 小野原東五丁目

生餃子　遊 小野原東3-13-20 072-737-6969 生餃子の販売（テイクアウト） 小野原南 小野原南

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 小野原南 小野原南

海鮮料理ほっこり 小野原東3-13-30 072-735-7084 居酒屋 小野原南 小野原南

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） 小野原南 小野原南

小野原東薬局 小野原東4-27-33　ドムス小野原 072-749-1111 調剤薬局 小野原東 多世代地域交流ｾﾝﾀｰ前

ライズ 小野原東5-1-27-102 072-729-9669 美容室 小野原南 小野原南

銀蔵　小野原店 小野原東5-2-1 080-1400-3527 海鮮料理店 小野原南 小野原南

炭火焼肉七輪　小野原店 小野原東5-8-3 072-726-3558 焼肉屋 小野原東五丁目 小野原東五丁目

INDIAN KITCHEN 小野原東5-8-51 072-727-5670 インドカレー・インド料理 小野原東五丁目 小野原東五丁目

やきとり大吉　小野原店 小野原東5-8-51 072-728-2333 居酒屋 小野原東五丁目 小野原東五丁目

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 小野原東五丁目 小野原東五丁目

Cafe＆Bar　K's　Square 小野原東6-29-11 072-728-4647 カフェ・バー 小野原東 小野原東六丁目

みーとがぁでん 小野原西1-2-23 072-728-2526 焼肉&ステーキ 小野原 小野原
魚精寿司 小野原西1-3-1 072-729-4041 飲食業（すし他） 小野原 小野原
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 小野原西五丁目 多文化交流ｾﾝﾀｰ前

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 小野原西五丁目 多文化交流ｾﾝﾀｰ前

5201厨房　MiRoKu 小野原西5-5-9-103 072-727-5201 居酒屋
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） 小野原南 小野原東三丁目

ほっかほっか亭箕面小野原店 小野原西5-12-8 072-749-0230 弁当屋 小野原南 小野原南

ダイワサイクル箕面店 小野原西5-12-17 072-728-1888 自転車の販売及び修理など 小野原南 小野原南

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 小野原南 小野原南

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 小野原西五丁目 小野原西五丁目

リーフヘア 小野原西6-5-4 072-749-3123 美容室 小野原西五丁目 多文化交流ｾﾝﾀｰ前

和韓料理　プルコギ専門店じゅろく 小野原西6-5-38 072-726-0106 韓国料理 小野原西五丁目 多文化交流ｾﾝﾀｰ前

デリチュース 小野原西6-14-22 072-729-1222 洋菓子　製造・販売 小野原南 小野原南

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 箕面森町近隣公園前 -
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 箕面森町地区ｾﾝﾀｰ -
Cafe 八曲音 森町中1-17-14 072-735-7547 カフェ 箕面森町地区ｾﾝﾀｰ -
イロドリ 森町中1-18-16 080-2465-4247 カフェ 箕面森町地区ｾﾝﾀｰ -
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) 森町中三丁目 -
cafe ras moca 森町南2-1-19 072-736-8887 カフェ・ランチ・ケーキ 箕面森町地区ｾﾝﾀｰ -
翠雲書道教室 - 080-5715-2547 書道・ペン字教室 - -

森町・その他

小野原
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