
2021年1⽉8⽇現在
エリア 店名 住所 電話番号 業種
北部 エステティック ジュビランpipiぴぴ ⻑尾町14-26 072-703-1057 サービス業
北部 ＴＡＫＥʼＳ ＹＯＧＡ ＳＣＨＯＯＬ 美⼭台２－４－４６ 072-743-1237 サービス業
北部 多⽥ハイグリーンゴルフ ⻄畦野南⼭2 072-793-4522 サービス業
北部 多⽥ハイグリーンテニス ⻄畦野南⼭2 072-793-9870 サービス業
北部 多⽥ハイグリーンフットサル ⻄畦野南⼭2 072-793-9870 サービス業
北部 棚原写真事務所 ⼤和東4-14-15 080-4769-5111 サービス業
北部 てらだ鍼灸院 ⾒野2-36-11YKビル205 072-767-6999 サービス業
北部 野原興産株式会社 ⻄畦野南⼭2番地多⽥ハイグリーン 072-793-4522 サービス業
北部 ビューティーリオン畦野店 ⼤和⻄1-66-2 072-794-8877 サービス業
北部 ひらの湯 ⻄畦野南⼭2 072-792-4522 サービス業
北部 フィットネスビガー ⻄畦野南⼭2 072-792-4522 サービス業
北部 マツダデンキ 丸⼭台2丁⽬6-101 0120-794-799 サービス業
北部 天然温泉 ⽯道 ⽯道字下ノ垣内216-1 072-799-0138 サービス業
北部 シェフほしの ⼤和東1-44-5 072-795-4177 飲⾷業
北部 情熱うどん伊和正 東畦野5-3-10 072-795-2377 飲⾷業
北部 炭⽕焼⾁ 炭⼩屋 笹部1-3-14 072-795-0770 飲⾷業
北部 炭焼ステーキ ⾁ごころ 笹部1-3-14 072-795-2955 飲⾷業
北部 ⼋剣伝川⻄畦野 ⼤和⻄1-66-3⼤橋ビル 072-790-4188 飲⾷業
北部 ピザカリビアン川⻄⼭下店 ⼭下町20-20JHビル 072-795-3999 飲⾷業
北部 本格炭⽕料理⽕の⿃ 東畦野3―1―41 072-795-0572 飲⾷業
北部 ママクック川⻄店 東畦野5-3-7 072-794-7288 飲⾷業
北部 グリーンヒル ⻄畦野南⼭2 072-793-4522 飲⾷業
北部 褒美⽞⽶専⾨店 稲妻家 ⿊川⾕垣内141-1 072-786-5213 飲⾷業
北部 サンドラッグ 川⻄畦野店 東畦野３－２１－３ 072-791-5881 ⼩売業
北部 ⼤和堂書店 ⼤和⻄2ー3ー7 072-794-3727 ⼩売業
北部 ダイワドラッグ ⼤和東1-1-1 072-794-0765 ⼩売業
北部 永⾕⾷品 ⼤和⻄1-4-7 072-794-1848 ⼩売業
北部 ファミリーマート畦野駅前 ⼤和⻄1-97-7 072-795-0505 ⼩売業
北部 マルミヤデンカ⽇⽣店 ⼀庫3-1-2 072-794-5468 ⼩売業
北部 三浦牧場直販店 ⾒野2丁⽬14-20 072-794-4129 ⼩売業
北部 ㈱精⾁店みきや 4丁⽬3－12 072-794-3755 ⼩売業
中部 CutHouseFINE 清和台東3-1-8トナリエ清和台 072-799-5665 サービス業
中部 株式会社 夢・ホーム 清和台東3丁⽬2ー７７ 072-768-6091 サービス業
中部 株式会社コスモスグリーン 東多⽥2丁⽬30-10 072-774-1123 サービス業
中部 株式会社サンエイクリエイト ⻄多⽥２－２－８三栄ビル４F 072-792-9359 サービス業
中部 株式会社 グートンライフ 緑台1-3-3 072-793-1855 サービス業
中部 K-Techプログラミング教室 東多⽥1-12-15 しゃらりん内 090-4663-5033 サービス業
中部 Dog Beauty ASLAN けやき坂4-14-10 090-7361-0058 サービス業
中部 なかぎた鍼灸整⾻院 新⽥1-17-35 072-793-9164 サービス業
中部 ⻄⼭鍼灸治療院 向陽台2-3-7イワオビル３番館102 072-776-1149 サービス業
中部 balubalu 緑台2-1-76 072-790-1621 サービス業
中部 ビューティーリオン⿎が滝店 多⽥桜⽊1-2-11 072-792-9448 サービス業
中部 hair's Capelito 緑台2-2-123 072-792-8443 サービス業
中部 ヘアサロンタマ ⿎が滝1-28-24 072-792-1416 サービス業
中部 Hair Salon TUTU 東多⽥3丁⽬9-1 072-793-3613 サービス業
中部 hairmake ATENA 多⽥桜⽊2丁⽬10-37 072-764-6020 サービス業
中部 ボンアローム 東多⽥3-9-25 090-5055-1102 サービス業
中部 明倫館 多⽥桜⽊1-7-17アセントビル2F 072-793-7651 サービス業
中部 Lousie ⽔明台1-2-2 072-792-9993 サービス業
中部 Be  H A P P Y 緑台4-9-8 2階 072-746-8288 サービス業
中部 活⿂料理 ⿂勝 多⽥桜⽊1-3-17 072-793-0708 飲⾷業
中部 居⾷屋 わいるどふぁーむ 平野3-2-11平野駅前ビル1階 072-793-2236 飲⾷業
中部 かごの屋 川⻄多⽥店 多⽥桜⽊2-3-33 072-790-0522 飲⾷業
中部 かつアンドかつ川⻄平野店 平野3-16-14 072-790-0755 飲⾷業
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中部 CAFE  REGALO 湯⼭台2-1-2 072-702-8651 飲⾷業
中部 クマモトミルクティ川⻄店 多⽥桜⽊1丁⽬4-1イオンタウン川⻄１F 072-714-2337 飲⾷業
中部 サンマルク川⻄けやき坂店 けやき坂1-2-14 072-799-6309 飲⾷業
中部 炭⽕焼⾁ニクジュウハチ 平野2-11-12 072-792-4298 飲⾷業
中部 そば切り 吟⾹ 向陽台3-5-118 072-793-7710 飲⾷業
中部 ソラカフェなないろじかん 中央町3-14藤ノ⽊さんかく広場内（キッチンカー） 080-4081-5303 飲⾷業
中部 ソラカフェなないろじかん（キッチンカー） 清和台東4丁⽬4-162営業場所については、090-8795-9781迄お問い合わせください。 072-744-3538 飲⾷業
中部 チェサピーク 緑台5-1-2 072-793-2244 飲⾷業
中部 ⼿しごと讃岐うどん 讃々 緑台2丁⽬２－１２１多⽥グリーンハイツ商店街 072-792-8887 飲⾷業
中部 天使と⼩さな悪魔のカフェ 清和台東3丁⽬1番８トナリエ清和台２F 072-799-0100 飲⾷業
中部 成⽥屋平野店 平野3-1-15 072-792-9120 飲⾷業
中部 ピザーラ川⻄店 湯⼭台２丁⽬1-3 072-792-8900 飲⾷業
中部 ⽕の⿃多⽥駅前店 多⽥桜⽊2-11-28源⽒ビル 072-792-5540 飲⾷業
中部 HOLO HOLO KITCHEN 清和台東3-1-8トナリエ1F 072-798-0055 飲⾷業
中部 【酒肆】まいど ⿎が滝1-3-15多⽥ビル101 090-3285-7434 飲⾷業
中部 珉王 多⽥駅前店 多⽥桜⽊2-1-11 072-793-9735 飲⾷業
中部 やきとり居酒屋 ⼭鳩 ⿎が滝1-28-3 072-792-2345 飲⾷業
中部 焼⾁屋右近 多⽥桜⽊2-1-21ディンプル多⽥1F 072-792-3752 飲⾷業
中部 Longchamp 緑台2-1-79 072-793-5255 飲⾷業
中部 居酒屋ちょくちょく 多⽥桜⽊2-10-37来⽥ビル 072-776-5959 飲⾷業
中部 イオンフードスタイル川⻄店 多⽥桜⽊1-4-1 072-793-4811 ⼩売業
中部 ⼀本堂イオンタウン川⻄店 多⽥桜⽊1-4-1イオンタウン川⻄ 072-744-3494 ⼩売業
中部 ウェストン ⽔明台1-1-162 072-792-0170 ⼩売業
中部 ウエルシアイオンタウン川⻄店 多⽥桜⽊1丁⽬4番1号 072-790-0602 ⼩売業
中部 エディオン清和台店 清和台東3丁⽬1-8トナリエ清和台 072-744-2328 ⼩売業
中部 株式会社⾠⼰電機商会多⽥店 ⽔明台1-2-3 072-793-5701 ⼩売業
中部 カラーズ 川⻄店 ⽔明台2丁⽬1番99号 072-730-0800 ⼩売業
中部 クスリキリン堂 川⻄⻄店 ⻄多⽥2丁⽬7番20号 072-793-8751 ⼩売業
中部 ケーキ⼯房 菓楽 東多⽥2-5-19 072-793-7770 ⼩売業
中部 幻菓苑 遊季 緑台5-1-65 072-792-1059 ⼩売業
中部 さぬきや けやき坂2丁⽬62-11 072-799-5539 ⼩売業
中部 シャディサラダ館川⻄清和台店 清和台東3-1-8トナリエ清和台内1F 072-799-5757 ⼩売業
中部 ジャパン 川⻄店 ⻄多⽥２丁⽬１８－３ 072-792-4455 ⼩売業
中部 THREEDʼS（スリー・ディーズ） 緑台2-2-124 072-764-7468 ⼩売業
中部 セルフ⻄多⽥給油所 多⽥院敦盛２８番地1 072-792-4550 ⼩売業
中部 株式会社⼤⽯ 川⻄店 けやき坂1丁⽬9-2 072-799-1483 ⼩売業
中部 ドン・キホーテ川⻄店 多⽥院⻄2-3-11 072-790-0811 ⼩売業
中部 NicoNicoPann 平野3-15-5 072-793-3922 ⼩売業
中部 パン⼯房 カザン・ヴォ 清和台⻄1-5-61 072-774-8321 ⼩売業
中部 ⾵花 清和台東3-1-8 072-799-8711 ⼩売業
中部 ブーメラン 新⽥1-1-7 072-792-3656 ⼩売業
中部 フレッシュストアー丸忠 ⽔明台1-1-159 072-792-1081 ⼩売業
中部 松井酒販 向陽台2-5-56 072-793-1017 ⼩売業
中部 夢限舎（おいしいひものやさん） 向陽台３丁⽬５－１１４ 072-793-8252 ⼩売業
中部 メガネの愛眼 川⻄多⽥店 多⽥桜⽊1丁⽬4-14 072-792-1339 ⼩売業
中部 メガネの三城 イズミヤ川⻄多⽥店 多⽥桜⽊⼀丁⽬8番3号イズミヤ多⽥SC3F 072-793-7073 ⼩売業
中部 ヤノラジオ清和台店 清和台東5丁⽬1-11 072-798-1612 ⼩売業
中部 有限会社 緑のマーケット 川⻄本店 ⿎が滝１－３－８ 072-793-2286 ⼩売業
中部 洋服の⻘⼭川⻄店 多⽥桜⽊２丁⽬10番18号 072-793-9288 ⼩売業
中部 ジョーシン川⻄イオンタウン店 多⽥桜⽊1丁⽬4番1号イオンタウン川⻄ ２Ｆ 072-793-1401 ⼩売業
中部 ドラッグセガミ 清和台店 清和台⻄４丁⽬１－５ 072-790-5788 ⼩売業
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南部 arwin.co.jp 花屋敷１－４－７新井ビル 072-756-2330 サービス業
南部 ｈ Blanche（アッシュブランシェ） ⼩⼾1-4-8デセンテコート1F 072-740-5851 サービス業
南部 いずみやクリーニング ⽕打1-21-12 072-764-9291 サービス業
南部 Via Lattea 中央町5-1 080-6239-1206 サービス業
南部 ヴォールネイル 寺畑1-8-9-205メゾンパーシモン 072-744-6391 サービス業
南部 Esthetic Salon Balza 栄根2-9-2グリーンコートA105 072-767-1141 サービス業
南部 カットスペースH&M 南花屋敷4-20-5 072-758-6275 サービス業
南部 株式会社フクユ 萩原1-11-24 072-777-2000 サービス業
南部 川⻄健友館整体院 栄町２１－１８ 072-740-0040 サービス業
南部 ケアサロンNatural 中央町6-11ハイネM301 072-747-5978 サービス業
南部 Salon de SOWARE 栄町10-5パルティ川⻄2階 072-759-0900 サービス業
南部 姿勢と動きの整体院 栄町27-1栄南団地101 072-759-7007 サービス業
南部 joyplus.川⻄鍼灸整⾻院 中央町7-18ララグランデ5F グンゼスポーツ内 072-756-8228 サービス業
南部 スポーツクライミングジム ボルダサイズ ⽕打１－２２－１６南 072-714-0217 サービス業
南部 SOWARE de VAINCRE 栄町27-2ヴァンクル美容室 072-758-5888 サービス業
南部 ソワンド・セレネ アステ川⻄店 栄町25-1アステ川⻄店3F 072-757-6565 サービス業
南部 デラクスラム美容院 花屋敷1-4-6-1F 072-756-7500 サービス業
南部 (株)トータルクリーン ⼩花2-27-28 072-758-5712 サービス業
南部 Total Beauty Salon Villa 中央町5-1 072-758-1411 サービス業
南部 徳栄建設株式会社 ⽕打２丁⽬１６－２６ 072-755-1231 サービス業
南部 nail&eyelash Grace 川⻄店 ⼩花1-5-15⼭之内ビル3階 072-756-1010 サービス業
南部 バイクショップベルクラブ ⽇⾼町6-16 072-755-4333 サービス業
南部 ⽇の丸ハイヤー株式会社 ⽕打1-15-17 072-710-0522 サービス業
南部 美容室ハニーデュウ 栄町9-1G102 072-759-0880 サービス業
南部 フーレセラピーサロンFumya 栄町3-2ONLYONEビル栄町2-2F 072-759-8668 サービス業
南部 FaceLab. 栄町25-1アステ川⻄ 072-767-6123 サービス業
南部 ヘアーコレクションズ⼩径 加茂1丁⽬9番2号 072-758-9625 サービス業
南部 Hair's beauty L2 栄町11-1-9パルティk2 072-759-4749 サービス業
南部 Hair design Lino Crew 中央町三の蔵ビル1F 072-758-7799 サービス業
南部 ペットショップ⽝の家＆猫の⾥ 川⻄店 ⽕打1-8-2454 072-758-7110 サービス業
南部 ⼭住司法書⼠・⼟地家屋調査⼠・⾏政書⼠事務所 滝⼭町５番１２号 072-757-1221 サービス業
南部 有限会社⼀三⾃動⾞⼯業所 久代1丁⽬2-5 072-755-4653 サービス業
南部 まつ⽑エクステサロン  la Reeche ⼩⼾1-3-9エンリッチパール403 080-9163-6103 サービス業
南部 ライフ・カイロプラクティックラボ 栄町10-5パルティ川⻄207 072-755-7079 サービス業
南部 JTB たびプラザ川⻄ 栄町11-1-12パルティＫ2ビル1階 072-758-3232 サービス業
南部 あおぞら coffee dining 栄町11-2パルティK2南棟114号 072-767-1580 飲⾷業
南部 あみや 川⻄店 中央町2-4 072-756-6339 飲⾷業
南部 いざかや千 栄町2-19 072-746-9807 飲⾷業
南部 イルパラドッソ アステ川⻄店 栄町25-1アステ川⻄3Ｆ 309号 072-744-2631 飲⾷業
南部 インド料理インディゴ川⻄店 ⽇⾼町6-16-103 072-755-5755 飲⾷業
南部 ⼤阪王将川⻄久代店 久代2-9-1 072-740-0704 飲⾷業
南部 おはしダイニングShell ⼩⼾1-3-9-101エンリッチパール 072-767-7607 飲⾷業
南部 かき⼩屋よもだ ⼩花1丁⽬9-11 072-714-4592 飲⾷業
南部 割鮮Ｎａｍｐｕもとき 栄根1-7-5サンメゾン⼾⽥1Ｆ 072-764-7155 飲⾷業
南部 カレーハウスCoCo壱番屋 阪急川⻄能勢⼝駅店 栄町１６－６アクロスキューブ川⻄能勢⼝１Ｆ 072-764-5083 飲⾷業
南部 川⻄の和がや 久代2-14-1 072-755-4588 飲⾷業
南部 kitchenワンプレート 栄町11-1モザイクボックスＢ1 072-740-2511 飲⾷業
南部 Candyえんとつ町店 滝⼭町５－１１ 072-786-4280 飲⾷業
南部 喜楽丸 栄町3-2 072-759-3007 飲⾷業
南部 きんのぶた川⻄久代店 久代1-8-29  072-759-4129 飲⾷業
南部 サーティワンアイスクリーム アステ川⻄店 栄町25-1-B1 072-755-1032 飲⾷業
南部 栄町nuts 栄町27-2-113栄南団地 072-758-7980 飲⾷業
南部 三⽥屋本店・川⻄萩原台 萩原台⻄3-1-2萩原壱番館2F 072-757-1448 飲⾷業
南部 ⾃家製麺杵屋川⻄アステ店 栄町25－1アステ川⻄３F 072-755-2039 飲⾷業
南部 すし半川⻄店 ⼩花1－11－13 072-757-8913 飲⾷業
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南部 スパイスカレーミルズ 栄町25-1アステ川⻄地下１階 072-767-1180 飲⾷業
南部 炭⽕焼居酒屋 勝 栄町4-9 072-702-7337 飲⾷業
南部 炭⽕やきとり⾶⿃ 萩原台⻄1-76 072-767-9988 飲⾷業
南部 せいろ屋 ⼩花1-1-10ベルフローラ・かわにし E-119 072-759-2110 飲⾷業
南部 ⼤漁寿司 下加茂１丁⽬２４－８ 072-759-3988 飲⾷業
南部 鶴橋⾵⽉川⻄店 栄町11-1モザイクボックスB1 072-740-2522 飲⾷業
南部 鉄板焼 明⾥ 萩原台東1-275-4 072-757-6532 飲⾷業
南部 鉄板焼 ⼼ 萩原台⻄1-68 072-744-2500 飲⾷業
南部 東春閣 川⻄店 栄町１１－１モザイクボックスＢ１Ｆ 072-740-2520 飲⾷業
南部 ⿃処 福笑 ⼩花1-1-10ベルフローラかわにしイースト１階 072-758-2358 飲⾷業
南部 和みdining森のくまさん 栄根2ー6ー7SKビル1FB室 072-758-4500 飲⾷業
南部 ナッツベリー 栄町25－1アステ川⻄2F 248号 072-755-2254 飲⾷業
南部 HAKATAREMENADACHI ⼩⼾1-4-12ZONE1/f PART v 072-758-2858 飲⾷業
南部 はる丼丸 川⻄さかえ店 栄町1-15 072-702-7112 飲⾷業
南部 Pizza Groove ⼩⼾1丁⽬10-14 072-757-0155 飲⾷業
南部 ひとくち餃⼦ひろやす 栄町21－14 072-741-4203 飲⾷業
南部 ルフラン 川⻄店 久代2-14-1 072-758-3336 飲⾷業
南部 レストラン カリヨン 栄町9-2 D101 072-757-2322 飲⾷業
南部 ワンカルビ川⻄店 美園町4-1 072-756-2989 飲⾷業
南部 満マル川⻄店 栄根2-1-1徳⽥ビル 072-767-1519 飲⾷業
南部 ほっかほっか亭南花屋敷店 南花屋敷3丁⽬16-9 072-755-7471 飲⾷業
南部 ⾷酒こころ 栄町25-1アステ川⻄三階 072-755-2032 飲⾷業
南部 ノーティスダイニング 中央町5-3中央⽇進ビル110 072-758-6780 飲⾷業
南部 R・K+ 栄町25-1アステ川⻄ 2階 239号 072-744-3067 ⼩売業
南部 AOKI キセラ川⻄店 ⽕打1-16-6オアシスタウンキセラ川⻄２F 072-756-6788 ⼩売業
南部 アカシ屋化粧品店 栄町10-5パルティ川⻄107 072-758-8472 ⼩売業
南部 aranciato 花屋敷1-17-26 072-744-3378 ⼩売業
南部 泉屋酒店 栄町21-18 072-759-6957 ⼩売業
南部 INBOX 川⻄ 栄町ASTE川⻄ 072-758-8426 ⼩売業
南部 ウェストン アステ川⻄店 栄町25-1アステ川⻄ 072-755-2233 ⼩売業
南部 ウエルシア川⻄アステⅡ店 栄町25-1アステ川⻄ ＴＥＮＰＯ175-216 072-755-2553 ⼩売業
南部 ウエルシア川⻄アステⅠ店 栄町25-1アステ川⻄ ＴＥＮＰＯ175-210 072-755-2488 ⼩売業
南部 ウエルシア川⻄加茂店 加茂3丁⽬1番5号 072-767-6028 ⼩売業
南部 ウエルシア川⻄能勢⼝薬局 栄町10-5-104パルティ川⻄１Ｆ 072-756-6886 ⼩売業
南部 ａｕショップ 川⻄ 栄町11-1 0800-700-1677 ⼩売業
南部 エディー・バウアー モザイクボックス川⻄店 栄町11番1号モザイクボックス川⻄ 072-740-2580 ⼩売業
南部 エディオン オアシスタウンキセラ川⻄店 ⽕打1-16-6オアシスタウンキセラ川⻄ 072-755-6911 ⼩売業
南部 ⼤⻄電気株式会社 ⼩花1-2-2 072-759-4520 ⼩売業
南部 おクスリのつるやアステ店 栄町25-1-111アステ川⻄ 072-755-2112 ⼩売業
南部 お仏壇の浜屋 川⻄店 ⽕打２丁⽬８番３０号 072-759-2201 ⼩売業
南部 回春堂薬局 ⼩花1-7-8 072-759-2766 ⼩売業
南部 garbo 栄町25－1アステ川⻄ 072-755-2240 ⼩売業
南部 クスリキリン堂 川⻄丸の内店 ⽕打１丁⽬２４番８号 072-756-8411 ⼩売業
南部 かんのみつばち 久代1丁⽬27－10 072-759-4183 ⼩売業
南部 着物のみやび川⻄店 栄町10-5-207パルティ川⻄２F 072-759-3401 ⼩売業
南部 KATHARINE ROSS 栄町２５－１アステ川⻄ １Ｆ 072-755-2116 ⼩売業
南部 業務スーパーTAKENOKO川⻄下加茂店 下加茂１丁⽬21-11 072-757-5515 ⼩売業
南部 京や 栄町９－１Ｇ１０１ 072-758-1508 ⼩売業
南部 クーズコンセルボ川⻄東⼝店 ⼩花ベルフローラ川⻄E-109 072-757-0131 ⼩売業
南部 K・T-COLLECTIONアステ川⻄店 栄町25-1アステ川⻄2階 0727-55-2204 ⼩売業
南部 酒屋ふくにし ⼩⼾1-5-20 072-759-4964 ⼩売業
南部 SM2 keittio モザイクボックス川⻄店 栄町11番１号モザイクボックス ２F 072-740-2588 ⼩売業
南部 ジャパン 川⻄久代店 久代５－１－５ 072-757-5550 ⼩売業
南部 ジュピター川⻄店 栄町20番1号ベルフローラかわにしウエスト2F 072-740-6403 ⼩売業
南部 双愛薬局 絹延町３－２６スカイハイツ河⾕ 072-759-5559 ⼩売業
南部 ⽥村書店 川⻄店 栄町25-1-2-214アステ川⻄ 072-756-7216 ⼩売業
南部 ツーハンズ川⻄店 栄町11-1モザイクボックス1F 072-740-2606 ⼩売業
南部 どんぐり 栄町11-1モザイクボックス 072-740-2551 ⼩売業
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南部 ナルホ堂川⻄店 ⼩花1-1-10ベルフローライースト、E204-B 072-740-3721 ⼩売業
南部 パヌトン 栄町５-１ 072-758-5258 ⼩売業
南部 パンとお菓⼦の⼯房Poo 萩原台⻄1ー73 072-757-7723 ⼩売業
南部 PIZZA PORT 栄町1-1 072-757-3140 ⼩売業
南部 ファミリーマート 川⻄でざいけ店 出在家町1-2 072-757-8881 ⼩売業
南部 ファミリーマート川⻄中央 美園町2-14 072-757-7413 ⼩売業
南部 ファミリーマート川⻄能勢⼝駅北 中央町10-1 072-757-2977 ⼩売業
南部 FUN BOOTH川⻄店 久代５－１－６ 072-757-1112 ⼩売業
南部 BOOGIE-WOOGIE モザイクボックス川⻄店 栄町11-1モザイクボックス2Ｆ 072-740-2570 ⼩売業
南部 ブティック コンパル ⼩花1-9-1あさのビル 072-755-9288 ⼩売業
南部 FUYO HARUNA本店 栄町１３－９ 072-758-0607 ⼩売業
南部 フローラルコニシ 栄町25-1アステ川⻄129アステ川⻄ 072-755-2134 ⼩売業
南部 BELL川⻄店 栄町25-1-213アステ川⻄２階 072-755-2208 ⼩売業
南部 ポートランド川⻄店 栄町25-1アステ川⻄ ＴＥＭＰＯ１７５ ２階 072-755-2427 ⼩売業
南部 Mia madre 花屋敷1-1-2 080-7145-3865 ⼩売業
南部 メガネ愛眼 阪急川⻄駅前店 ⼩花1丁⽬6-21第⼆肥⽖ビル1F 072-758-1103 ⼩売業
南部 眼鏡市場 阪急川⻄モザイクボックス店 栄町11-1モザイクボックス 072-740-2628 ⼩売業
南部 メガネのアマガン アステ川⻄店 栄町25-1アステ川⻄ １階 072-755-2141 ⼩売業
南部 メガネのタスト 栄町25-1アステ川⻄243 072-755-2230 ⼩売業
南部 メガネ本舗 川⻄加茂店 加茂6-1-23 072-758-0755 ⼩売業
南部 メガネ本舗 キセラ川⻄店 ⽕打1-16-6 072-744-0202 ⼩売業
南部 ヤキタテイ モザイクボックス川⻄店 栄町11-1モザイクボックス川⻄店1Ｆ 072-757-8787 ⼩売業
南部 ユニクロオアシスタウンキセラ川⻄ ⽕打1-16-6 072-744-0471 ⼩売業
南部 ヨシダ電化 鴬の森町9-2 072-757-1801 ⼩売業
南部 ワークショップ オオツキ川⻄店 久代2-8-6 072-755-7298 ⼩売業
南部 ピッチャーとキャッチャー川⻄店 栄町21-24 072-764-7605 ⼩売業
南部 ショップイン川⻄モザイクボックス店 栄町１１番１号モザイクボックス２階モザイクボックス 072-740-2544 ⼩売業
南部 ジョーシン川⻄店 久代６－１－５ホームセンターコーナン２Ｆ 072-758-7211 ⼩売業
南部 ABC-MARTオアシスタウンキセラ川⻄ ⽕打1-16-6オアシスタウン 1F 072-767-7844 ⼩売業
南部 クックロビン 栄町25-1アステ川⻄307 072-755-2338 ⼩売業
南部 ＡＢＣ－ＭＡＲＴアステ川⻄店 栄町25-1 1Ｆアステ川⻄ 072-758-6740 ⼩売業
南部 マナベインテリアハーツ川⻄店 加茂6-2-25 072-757-1113 ⼩売業
南部 ライフォート鶯が丘店 鴬が丘２０－２ 072-757-4810 ⼩売業


