エール茨木プレミアム付商品券 取扱店舗一覧

(郵便番号順)
令和4年1月17日時点

No.

店舗・屋号の名称

店舗の所在地

電話番号

HP

主な業種

取扱商品・サービス

定休日

営業時間

【平日】11：00～15：00【土
日祝】11：00～15：00、17：
00～21：30

1

ＧＡＧＡ中村商店

〒 567-0001

大阪府茨木市安威2丁目2番
27号

072-641-5701 http://kinseigroup.co.jp 【飲食業】飲食店

2

塚酒店

〒 567-0001

茨木市安威2-12-13

072-643-5172

3

ニッコー 安威店

〒 567-0001

茨木市安威2-5-37

072-640-2550 //super-nikko.co.jp

生鮮食品（果物、野菜、鮮
【小売業】小規模スーパー・
魚、精肉）、惣菜、
なし
ディスカウントストア
加工食品他

4

かに道楽 茨木店

〒 567-0004

大阪府茨木市南耳原2-1-3

072-622-0369

【飲食業】飲食店

かに料理専門店

12月３１日 大晦
11：30～22：00
日

5

福すし

〒 567-0004

茨木市南耳原2-7-35

072-621-2924

【飲食業】飲食店

お寿司

毎週 水曜日

6

業務スーパーTAKENOKO耳
原店

〒 567-0006

茨木市耳原2-2-3

072-640-5900

【小売業】飲食料品

生鮮＆業務用食品スー
パー

1月1日～1月4日 9:00～21:30

7

サン薬局

〒 567-0006

茨木市耳原２丁目1-8

072-697-8290

【小売業】医薬品・化粧品・ド
調剤薬局
ラッグストア

8

住まいるでんき館フクモト

〒 567-0006

茨木市耳原2-9-38-1

072-643-0526

家電販売修理・電気工事・
【小売業】家具・家電（ホーム
毎週日曜日・第４
リフォーム・太陽光発電・
9：00～19：00
センターを含む）
月曜日
蓄電池

9

土井商会

〒 567-0006

大阪府茨木市耳原２－８－２
５

072-643-5432

【小売業】その他小売

10 とらたに薬局

〒 567-0006

茨木市耳原1-17-22

072-640-2886

【小売業】医薬品・化粧品・ド
薬局 健康食品
ラッグストア

11 HairSalon ヒガシオカ

〒 567-0006

茨木市耳原3-2-15

072-643-6084

http://blog.goo.ne.jp/hi
【サービス業】理・美容
gashioka2359

理髪業全般、リラクゼー
ションetc

毎週月曜・第二
第三火曜連休

12 理容オクムラ

〒 567-0006

茨木市耳原2-14-11

072-643-6928

//unisex-hairdresser【サービス業】理・美容
3911.business.site

男女・子供、カット?パー
マ・カラー等

毎週月曜、第2･ 〈火－金〉8：00～19：30
第3月火連休
〈土日祝〉8：00～19：00

13 Natural WAVE

〒 567-0007

茨木市南安威３丁目８－１１

072-643-8454

【サービス業】理・美容

カット・パーマ・カラー

毎月曜日

14 ヨシダベーカリー

〒 567-0007

茨木市南安威2-5-3

072-643-3339

【小売業】飲食料品

パン、調理パン、サンドイッ
チ、ドリンク、店内でも食べ 毎週木曜日
れます！

15 みきマッサージ治療院

〒 567-0009

茨木市玉櫛2-27-8-107

072-649-5888

美容鍼、アロママッサー
ジ、あんまマッサージ指
【医療・福祉】医院・歯医者・
圧、鍼灸、リハビリ、ス
日、年末年始
クリニック・接骨院など
ポーツマッサージ（各種30
分3000円、60分5000円）

《月～土》9:00～18:00

16 アピス薬局高田店

〒 567-0011

茨木市高田町11-1

072-627-4058

【小売業】医薬品・化粧品・ド 医薬品・OTC・介護用品な
日曜・祝日
ラッグストア
ど

〈月・火・木・金〉8:45~19:00
〈水〉8:45~18:00 〈土〉
8:45~17:00

17 BooGari

〒 567-0011

茨木市高田町７ー11

072-627-8584

【小売業】飲食料品

パン、調理パン、ドリンク

木曜日・日曜日

8:00?16:00

18 Hair Studio MATSUMOTO

〒 567-0012

茨木市東太田4-1-73-1

072-623-6701

【サービス業】理・美容

幼児はスポーツカーに
乗ってカットします。

毎週月曜日、第2
9時～18時
第3 月火連休

https://www.tsukasake
【小売業】飲食料品
ten.com

https://sataketakenoko.co.jp

ラーメン

年中無休

こだわり地酒（日本酒）・焼
毎週日曜日
酎・ワイン

電動自転車、原付バイク
の販売・修理

日曜・祝日

毎週木曜日

9：00～18：００

10：00～20：00

11:00～22:00

平日9:00～19:30 〈水〉9:00
～18:00 〈土〉9:00～13:00

9:00～19:00

毎週日曜日 祝 ＜月－金＞9:00~19:00／
日
＜土＞9:00~15:00
AM8:00~PM6:00

9:00～18:00

6:00～19:00

19

彩色ラーメンきんせい イオ
ンタウン茨木太田店

〒 567-0014

大阪府茨木市城の前町2番1
号 イオンタウン茨木太田

072-648-5440 http://kinseigroup.co.jp 【飲食業】飲食店

フードテラスでお食事出来
年中無休
るラーメンです

20

ニトリEXSPRESSイオンタウ
ン茨木太田店

〒 567-0014

大阪府茨木市城の前町2番1
号

0570-064-555

【小売業】衣料・身の回り品

家具・インテリア用品

ショッピングセン
10:00～21:00
ターに準ずる

21

FOREST GREEN ROAST
＆BAKE

〒 567-0014

城の前町2-1 イオンタウン茨
木太田

072-665-7900

https://roast.fgrocca.com/

【飲食業】飲食店

体に美味しい無添加ハン
バーグ
とスイーツ

施設に準ずる

22 ふたば書房 茨木店

〒 567-0014

大阪府茨木市城の前町2-1
イオンタウン茨木太田2F

072-631-5528

https://www.booksfutaba.co.jp/

【小売業】その他小売

書籍・雑貨を販売しており
無休
ます。

10:00～21:00

23 mymakura Bed

〒 567-0014

大阪府茨木市城の前町2-1イ
オンタウン茨木太田1F

072-648-5325

https://www.mymakura
【小売業】衣料・身の回り品
.com/

一人一人に合った寝具を
なし
ご提案します。

10：00～21：00

24 ママフル イオン茨木太田店

〒 567-0014

茨木市城の前町2番地1 イオ
072-648-7912 //mama.kaigisho.com
ンタウン茨木太田店２F

【小売業】衣料・身の回り品

ベビー用品、子供服、婦人
不定休
服、家庭用雑貨

10：00～21：00 不定休

25 アピス薬局花園店

〒 567-0017

茨木市花園2丁目2-22

072-640-3351 //www.apis.co.jp

【医療・福祉】医院・歯医者・ 医薬品、介護用品等の販
日曜・祝日
クリニック・接骨院など
売、処方せん調剤

<月~金>9：00~18：00 <土
>9：00~17：00

26 キリン堂茨木太田店

〒 567-0018

大阪府茨木市太田1-1-20

072-631-8090

【小売業】医薬品・化粧品・ド 医薬品・化粧品・健康食
ラッグストア
品・食料品など

なし

9:00～21：45

茨木市三島丘1-15-8 関西
スーパー三島丘店内

072-626-0148

http://www.hatanoya.c
【小売業】飲食料品
om

米、酒、茨木の山の米お
いています。

休みなし

〈月、火〉9:00～20：00 ／
〈水ー日〉9:30～20:00

http://www.hatanoya.c
【小売業】飲食料品
om

米、酒、灯油の配達承りま
日、祝
す。

27 はたの屋

567-0021

28 はたの屋 本店

〒 567-0021

茨木市三島丘2-9-5

072-622-2092

29 メガネのキャル

〒 567-0021

茨木市三島丘1-15-8関西
スーパー三島丘店内

072-623-7343

【小売業】小規模スーパー・
メガネ
ディスカウントストア
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毎週水曜日

10：00～21：00

11:00～22:00 L.O.21:00

〈月ー土〉9:00～19:00
〈月〉9:00～20:00〈火～日〉
9:30～20:00
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店舗・屋号の名称

店舗の所在地
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主な業種

取扱商品・サービス

定休日

営業時間

30 中島薬局

〒 567-0022

茨木市三島町1-9

072-625-5130

処方せん調剤、一般用医
【小売業】医薬品・化粧品・ド
薬品、パピリオ化粧品、大 日曜日祝日
ラッグストア
峰山陀羅尼助

31 炭火焼肉 七輪 茨木店

〒 567-0025

茨木市田中町18－23

072-645-5570

【飲食業】飲食店

焼肉店

【小売業】飲食料品

百貨店へ納品している練
り天ぷらと惣菜の工場併
設店舗で、当日揚げたて 年内無休(通常
商品を販売しております。 水・日・祝)
また、地方発送も賜ってお
ります・

10：00～18：30

9:00~20:00

http：
//www.fujikuma.com

<月-金>8:30～21:00 <土
>8:30～20:00

12月31日と1月1
16:30～23:00
日

32 100年続く蒲鉾屋 藤熊

〒 567-0025

大阪府茨木市田中町1-14

072-620-7722

33 松岡酒店

〒 567-0025

茨木市田中町10番7号

072-622-2251

【小売業】飲食料品

茨木の地酒、和洋酒、お
米、ギフト、飲料

34 パーマハウスイング

〒 567-0027

茨木市西田中町7-13

072-622-0337

【サービス業】理・美容

パーマ カット ヘアカラー 毎週月曜日 火
<水ー日>09:00～18:00
着付け等
曜日

35 キリン堂茨木畑田店

〒 567-0028

茨木市畑田町5-6

072-626-8488

【小売業】医薬品・化粧品・ド 医薬品 健康食品 化粧
ラッグストア
品 日用雑貨 食品

なし

9時～21時45分

36 廻し鮨新鮮や茨木畑田店

〒 567-0028

茨木市畑田町5-1

072-631-7555

【飲食業】飲食店

１月 １日

11時30分～21時30分
(L.O21時15分)

37 アピス薬局茨木店

〒 567-0031

茨木市春日１丁目１番５号

072-645-6511 //www.apis.co.jp/

【医療・福祉】医院・歯医者・ 医薬品・介護用品等の販
毎週日・祝
クリニック・接骨院など
売、処方せん調剤

＜月・火・水・金＞9：00～
19：00／＜木＞9：00～
17：00／＜土＞9：00～
13：00

38 アピス薬局春日店

〒 567-0031

茨木市春日2-2-12-102 茨
木セントラルビル

072-645-1101 //www.apis.co.jp/

【医療・福祉】医院・歯医者・ 医薬品、介護用品等の販
日・祝
クリニック・接骨院など
売、処方せん調剤

【月・火・水・金】9：00-19：
30 【木】9：00-19：00
【土】9：00-13：00

39 イタリア料理 Calma

〒 567-0031

茨木市春日1-16-7-104ス
テーションコーポ

https://www.webstar072-664-0728 jpn.com/calma/smp/in 【飲食業】飲食店
dex.html

40 茨木からだ整骨院

〒 567-0031

茨木市春日4-5-4

072-631-8877

http://ibarakikarada.com/

回転すし・和食

イタリアンレストラン

【医療・福祉】医院・歯医者・
体質改善整体・O脚矯正
クリニック・接骨院など

毎週日曜日

毎週水曜日

11:30～15:00（14:30ラスト
オーダー）/17:00～22:00
（21:00ラストオーダー）

毎週水・日

＜月火木金＞8:00~12:00
＜土＞8:00~16:00

41 いばらき和牛倶楽部

〒 567-0031

茨木市春日2丁目3-3 マン
ション春日園104号

072-658-6591

【飲食業】飲食店

・近江牛を使ったロースト
ビーフ丼
・和牛ビフカツ
・和牛ハンバーグステーキ
月曜日
・最高級和牛丼
・和牛スジ肉カレー
【和牛を使った洋食レスト
ラン】

42 海鮮丼鈴華

〒 567-0031

茨木市春日1-9-2

050-7114-5234

【飲食業】飲食店

海鮮丼

43 cafe cactus

〒 567-0031

大阪府茨木市春日1-9-18
寿マンション1F

072-665-9981

https://cafecactus.com/

【飲食業】飲食店

春日商店街にあるパスタと
水曜日
ピザのお店です

（平日）11:30～
15:00/18:00～23:00 （土
日祝）11:30～23:00

44 cafeりょく

〒 567-0031

茨木市春日１－１３－２０

072-628-8412

https://caferyoku.jimdo
【飲食業】飲食店
free.com

日替りご飯や喫茶メ
ニューをご用意してます

毎週月曜日・毎
月第１日曜日

11:00~19:00

45 カフェレードル

〒 567-0031

茨木市春日1－1－24

072-631-8787

https://www.instagram.
【飲食業】飲食店
com/cafeladle

パンケーキ
自家焙煎コーヒー

毎週水曜日(臨
時休業はインス 10：00～22：00(日・祝は
タグラムでお知ら 18:00まで)
せします)

46 燻製ビストロAtalu

〒 567-0031

茨木市春日1-9-18

072-647-6809

//Kunseibistroatalu.we
【飲食業】飲食店
b.fc2.com

手作り燻製と旬のお料理
を楽しめるお店です

毎週日・月

47 彩食厨房 あどあ

〒 567-0031

大阪府茨木市春日1-8-26 春
日ビル1F

072-621-5515

https://www.hotpepper.
【飲食業】飲食店
jp/strJ000019533/

手作りにこだわった一品
料理＆コースと美味しいお 不定休
酒で楽しい時間を。

11:30~14:00(L.O)14:30/17:
00~22:00(L.O)23:00

48 ショップまるい

〒 567-0031

茨木市春日4-10-9

072-626-7376

【小売業】飲食料品

酒類 ジュ-ス 食品

木曜日

8:00~20:00

49 創作和風バル自遊人

〒 567-0031

茨木市春日1丁目8-28

070-2320-1101

【飲食業】飲食店

全商品取り扱い頂けます

毎週月曜日

日、火ー木18:00～23:30
金ー土18:00～24:00お昼
ランチは11:30～14:30まで

50 中華料理天山

〒 567-0031

大阪府茨木市春日1-9-4

072-625-5536

【小売業】飲食料品

中華料理の提供

日曜日

11:00～14:00、17:00～
22:00

51 七転八起

〒 567-0031

茨木市春日1-9-25

072-627-7889

【飲食業】飲食店

居酒屋

毎週月曜・第三
日曜日

17:00～23:30（日曜17:00
～23:00）

52 焙煎工房＆カフェ てんぷす

〒 567-0031

茨木市春日１－５－１７

072-665-9075 https://tenpus.coffee

【小売業】飲食料品

コーヒー豆の焙煎・販売と
毎週水・木
カフェ

9:00～17:30

53 パレットプラザ茨木春日丘店

〒 567-0031

茨木市春日1-4-13-1

072-621-6855 //www.80210.com/

【小売業】その他小売

写真プリント、証明写真、
ダビング等

お休みなし

10：00～20：00

54 hair Link.

〒 567-0031

大阪府茨木市春日２－２－２
カンプリ春日ビル1F

072-627-9922

【サービス業】理・美容

カット カラー パーマ
シャンプー トリートメント
美容機器

月曜日

9時30分～19時00分 時短
営業有り

http://jiyuujinibaraki.com/

2 / 15 ページ

毎週水・木曜

11：00～15：00/17:30～
22：00

11:00~22:00(売り切れ次第
終了)

17:00~22:00

エール茨木プレミアム付商品券 取扱店舗一覧

(郵便番号順)
令和4年1月17日時点

No.
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つくりたてのお弁当。電話
なし
注文OKです！

10:00～22:00

https://www.hotpepper.
【飲食業】飲食店
jp/strJ000471121/

寿司、和食 一品料理、鍋
物、会席料理、仕出し弁
毎週月曜日
当、2名から60名まで入れ
る5つの個室有ります。

11:00～13：30/17:00～
23:00

https://miyori0830.com

馬肉を洋食スタイルで提
供のカフェ。

毎週水曜日、第
９:00～14:30/18:00～21:30
４火・木曜日

https://www.paris072-626-2866 miki.co.jp/store/0252.h 【小売業】その他小売
tml

メガネ サングラス 補聴
器の取り扱い

年中無休

茨木市西駅前町12番25号ﾊｲ
ﾂ1階店舗

072-648-7887

【飲食業】飲食店

湯浅醤油唐揚げテークア
年中無休
ウト専門店

＜月－日＞11:00～20:30

〒 567-0032

西駅前町3

072-624-8175

【飲食業】飲食店

酒類及び100種の料理等 毎週月

17時~23時

〒 567-0032

茨木市西駅前町13-25

072-622-3741 //www.apis.co.jp/

【医療・福祉】医院・歯医者・ 医薬品、介護用品等の販
日・祝
クリニック・接骨院など
売、処方せん調剤

〒 567-0032

大阪府茨木市西駅前町14-8

072-624-1600

http://www1.odn.ne.jp/
【飲食業】飲食店
centralhotel/

63 いろどり中華たけ

〒 567-0032

茨木市西駅前町4-35三和土
地ビル二階

072-665-9979

64 王様の写真館

〒 567-0032

茨木市西駅前町10-1

072-622-4695

65 おそうじ革命 茨木駅前店

〒 567-0032

大阪府茨木市西駅前町14－
19 茨木第二ビル７F

0120-034-117

66 おばんざいや駐輪前

〒 567-0032

茨木市西駅前町18-23

67 オリスマＪR茨木店

〒 567-0032

68 株式会社小倉屋松柏

55

ほっかほっか亭 茨木春日
店

店舗の所在地

〒 567-0031

大阪府茨木市春日4-5-17

072-622-8232

56 みよし寿司

〒 567-0031

茨木市春日1-8-26

072-622-1988

57 MIYORI coffee

〒 567-0031

茨木市春日４－５－１７細川
ビル１F

072-657-9699

58 メガネの三城 JR茨木店

〒 567-0031

茨木市春日1ー4ー10 グラン
長久茨木1F

59 あじむどり茨木西駅前店

〒 567-0032

60 あすか亭JR茨木店

61 アピス薬局茨木中央店

【飲食業】飲食店

10:00～19:30

【月～金】9:00～19:00／
【土】9:00～14:00

ご宿泊・１階レストラン・会
年中無休
議・ご宴会

ご宿泊 24時間営業 /
レストラン 7：00～22：00

【飲食業】飲食店

中華料理の販売

平日11時から15時 18時
から23時 日祝11時から
15時 17時から22時

https://camerasaijo.com/

【小売業】その他小売

デジカメプリント・スタジオ
毎週木曜日
撮影・証明写真

9：00~19：00

https://osoujiosaka.com/

【サービス業】クリーニング業

店舗・エアコン・ハウスク
リーニング

年中無休

9:00～19:00

072-623-6111

【飲食業】飲食店

おばんざい
家庭料理
お酒

日曜日、祝日

月曜日金曜日1130-1330
1730-2300 土曜日17302300

大阪府茨木市西駅前町13－
19

072-628-6475 http://ori-sma.com/

【サービス業】その他サービ スマホ、ゲーム機の修理
ス業
とアクセサリー販売

年中無休

10:00～20:00

〒 567-0032

大阪府茨木市西駅前町4219

072-626-5711

https://www.ogurayako
【小売業】飲食料品
nbu.net/

昆布・佃煮・海藻
木曜日午前
青実山椒・アカモクが人気

10:00-19:00

69 キッチンバル治兵衛

〒 567-0032

大阪府茨木市西駅前町４番
駅前ビルB-119

072-622-0375

http://jihei【飲食業】飲食店
ibaraki.com/index.html

飲食業 大衆食堂です

11:00~14:00

70 魚庵すし若

〒 567-0032

茨木市西駅前町6-22

072-622-1335 http://www.gyoan.com/ 【飲食業】飲食店

〒 567-0032

茨木市西駅前町１０ー２８

072-622-4579

72 たこ焼き あきない茨木店

〒 567-0032

大阪府茨木市西駅前町1316南海堂ビル102

072-623-8989

【飲食業】飲食店

73 つけ麺いちもり

〒 567-0032

茨木市西駅前町6-33

072-622-5701

http://www.tsukemenic
【飲食業】飲食店
himori.com/

74 ネイルサロン オリスマ

〒 567-0032

大阪府茨木市西駅前町1319

https://beauty.hotpepp
072-628-6475 er.jp/kr/slnH00042400 【サービス業】理・美容
2

75 八剣伝 茨木西駅前店

〒 567-0032

大阪府茨木市西駅前町2-10
第二向井ビル1F

072-645-2288

ベーカーハウスリュウヘイJR
〒 567-0032
茨木店

大阪府茨木市西駅前町6-22
浦野ビル1F

072-622-3749 http://ryuhei.x0.com/

〒 567-0032

茨木市西駅前町３－２１

072-626-7484

〒 567-0032

西駅前町8-7 華岡マンション
302

090-8207-7621

62

71

76

茨木セントラルホテル レスト
ラン ジュルビアン

【小売業】飲食料品

Foods Market satake 茨木
西駅前店

77 ボン・ネージュ洋菓子店

78

メナードフェイシャルサロン
茨木西駅前町

79 有限会社魚善

〒 567-0032

茨木市西駅前町４－１０１

https://sataketakenoko.co.jp

水曜日

日曜、祝日

創業５０年。こだわりの寿 月曜日、第４火
司店です。
曜日

【小売業】小規模スーパー・
食品 生鮮 野菜他
ディスカウントストア

年始 ４日間

17:00~22:00

１２；００～１４：００
００～２１：３０

１７：

9:00~21:30

テイクアウトのたこ焼き及
月曜日
び店内飲食

火曜-金曜11:30～14:00
17:00～22:00 土日祝
11:30～22:00

つけ麺、まぜそば

火?金11:30~15:00
18:00~22:00、土日祝
11:30~15:00

月曜日

ネイル及び美容商品の販 年中無休（年末
売
年始を除く）

10:00～20:00

炭火焼き鳥 刺身 揚げ
物 他一品料理 酒類全
般

毎週月曜日

17:00～翌1:00

パン、調理パン、ドリンク

毎週火曜日

〈月～土〉6:30～19:30/
〈日・祝〉6:30～18:30

https://www.bonneige.j
【飲食業】飲食店
p/

自家焙煎珈琲と手作り
ケーキ

毎週火曜日

10：00～22：00

https://www.menard.co.
【サービス業】理・美容
jp/shop/00660141s/

エステ、化粧品販売

不定休

9:30～21:00

https://snadvance.ows
【飲食業】飲食店
t.jp/

072-626-5800 //uozenn.co.jp
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【小売業】飲食料品

お弁当。高級鮮魚、手作り
お惣菜。
【小売業】小規模スーパー・
真空パック包装の、ハン 木曜日と日曜日 10時から17時
ディスカウントストア
バーグ、ロールキャベツ。
手作りの鮮魚の味噌漬、

エール茨木プレミアム付商品券 取扱店舗一覧

(郵便番号順)
令和4年1月17日時点

No.

店舗・屋号の名称

店舗の所在地

電話番号

HP

主な業種

取扱商品・サービス

【医療・福祉】医院・歯医者・
捻挫打撲など施術
クリニック・接骨院など

80 楽楽堂整骨院

〒 567-0032

茨木市西駅前町5-36-601

072-623-6789

81 RIV靴店

〒 567-0032

茨木市西駅前町４－１０６

072-623-2048

82 理容テイネイ舘

〒 567-0032

茨木市西駅前町４－１０２茨
木ショップタウン1F

072-625-1292

【サービス業】理・美容

83 &FLEUR

〒 567-0033

大阪府茨木市松ヶ本町8-30
イオンモール茨木2階

072-646-7140 https://andfleur.jp/

【小売業】医薬品・化粧品・ド
化粧品・化粧雑貨・食品
ラッグストア

84 cafe なかちよ

〒 567-0033

茨木市松ヶ本町3-16

072-624-1980

https://www.rakuten.co
【小売業】衣料・身の回り品
.jp/riv-shoes/

http://cafenakachiyo.com

【飲食業】飲食店

定休日

営業時間

年中無休

9:30~20:30

婦人靴・紳士靴・靴修理

毎週日曜日・祝
日

10:00～18:30

理容全般 女性顔剃り等

毎週月曜･第２第 平日9:00～19:00 土日祝
３月曜火曜連休 9:00～18:30
無休

10:00～21:00

モーニング・ランチ・ケー
キ・クッキー・ヒロ珈琲

日曜・祝日

7:00～19:00

イタリアンレストラン

なし

11:00～22:00（21:30LO）

なし

10:00～21:00（当面の間）

85

カプリチョーザ イオンモー
ル茨木店

〒 567-0033

大阪府茨木市松ヶ本町8-30
イオンモール茨木4F

https://capricciosa.co
m/location/%E3%82%A4
%E3%82%AA%E3%83%B3
072-620-1538 %E3%83%A2%E3%83%BC 【飲食業】飲食店
%E3%83%AB%E8%8C%A8
%E6%9C%A8%E5%BA%97
/

86

JEUGIA イオンモール茨木
店

〒 567-0033

大阪府茨木市松ヶ本町8-30
イオンモール茨木3F

072-620-1478

https://www.jeugia.co.j
【小売業】その他小売
p/hall_44.html

楽器・CD販売
ヤマハ大人の音楽レッス
ン

87

7BRIDGEイオンモール茨木
店

〒 567-0033

大阪府茨木市松ヶ本町8-301-3F

072-657-8840

https://www.rakuten.ne
【小売業】衣料・身の回り品
.jp/gold/7bridge/

メンズ・レディース・キッズ
のカジュアル衣料＆雑貨 年中無休
のお店です。

88

SENSE OF PLACE
〒 567-0033
ARCHIVE イオンモール茨木

大阪府茨木市松ヶ本町8番30
050-2017-9241
号 イオンモール茨木 1F

89

タイムステーションNEOイオ
ンモール茨木店

〒 567-0033

大阪府茨木市松ヶ本8-30 イ
オンモール茨木店3F

072-621-4141

90

鶴橋風月イオンモール茨木
店

〒 567-0033

大阪府茨木市松ヶ本町8-30
イオンモール茨木4F

072-627-8511

91

にぎりの徳兵衛イオンモール
〒 567-0033
茨木店

大阪府茨木市8市松ヶ本町イ
オンモール茨木4階徳兵衛

http://www.atom072-620-6717 corp.co.jp/brand/shop.p 【飲食業】飲食店
hp?shop_no=1702

活気、旬、伝統を楽しむ廻
転寿司。
年中無休
鮮度、産地にこだわった食
材が楽しめるお店です。

月～金 11:00~22:00(最終
入店・L.O.21:30) 土・日・祝
10:30~22:00(最終入店・
L.O.21:30)

バッグ、アクセサリー、文
具、インテリア、ぬいぐる
み等

10：00～21：00

【小売業】小規模スーパー・
アパレル
ディスカウントストア

https://nakazawagroup.co.jp

不定休

10：00～21：00

10:00~21:00

【小売業】その他小売

時計・腕時計電池交換・時
年中無休
計修理

10:00～21:00

【飲食業】飲食店

お好み焼き、やきそば

11:00~22:00（ラストオー
ダー21:00）

定休日なし

92 バラエティ雑貨 miz

〒 567-0033

大阪府茨木市松ヶ本町8-30
イオンモール茨木３F

072-645-5020

93 ホテルクレストいばらき

〒 567-0033

大阪府茨木市松ヶ本町１－８

http://www.hotel【サービス業】旅館・ホテル
072-620-2020 crest.co.jp/crest_ibarak
業
i/index.html

茨木市松ヶ本町8-30イオン
モール茨木店3F

https://www.bodywork.
【サービス業】その他サービ
072-621-5530 co.jp/search/detail/60
リラクゼーション
ス業
0042/

〒 567-0033

大阪府茨木市松ヶ本町８－３
０イオンモール茨木１F

072-657-8555

96 和幸イオンモール茨木店

〒 567-0033

茨木市松ケ本町８－３０－４
イオンモール茨木４Ｆ

https://wako072-620-1540 group.co.jp/shop/detai 【飲食業】飲食店
/shop_2093/

97 アピス薬局中穂積店

〒 567-0034

大阪府茨木市中穂積1丁目2
番51号 シャトー春日第3ビル 072-645-2171 //www.apis.co.jp
1F

【医療・福祉】医院・歯医者・ 医薬品、介護用品等の販
毎週日曜・祝
クリニック・接骨院など
売、処方せん調剤

98 茨木サイクル商会

〒 567-0034

茨木市中穂積1-1-53

072-623-0884

【小売業】その他小売

99 キリン堂茨木中穂積店

〒 567-0034

茨木市中穂積2-2-2

072-631-3141

【小売業】医薬品・化粧品・ド 医薬品 健康食品 化粧
ラッグストア
品 日用雑貨 食品

100 炭火焼肉 長寿苑

〒 567-0034

大阪府茨木市中穂積3丁目
1--29

072-627-3835

101 ひとり食堂

〒 567-0034

茨木市中穂積3-1-40

090-3727-5971

【小売業】小規模スーパー・
食堂
ディスカウントストア

毎月第1 第3火
火曜日12時～14時水曜
曜日 水曜日の
日11時～14時30分
み営業(月4日)

102 yu.an HAIR

〒 567-0034

茨木市中穂積1-1-52-1F

072-626-9509 //yuanhair.com

【サービス業】理・美容

毎週月曜日・第1
日曜日・第3 火 9:00～18:00
曜日

94 ラフィネ イオンモール茨木店 〒 567-0033

95

LEMONADE by Lemonica イ
オンモール茨木店

【小売業】インテリア・雑貨

【飲食業】飲食店

https://www.sumibiyak
【飲食業】飲食店
iniku-Shichiri.com
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年中無休

旅の疲れを癒すと大浴場
なし
完備（男湯のみ）。

施設に準ずる

イオンモール茨木にあるレ
モネードドリンクの専門店 無休（施設に準
です。癒しの1杯を是非ご ずる）
堪能下さい。

とんかつ

24時間営業

10:00～21:00(最終受付
20:30)

１０時～２１時

年中無休（但し
11：00～22：00（L.O.21：
施設の定休日に
00）
準じます。）
＜月・火・水・金＞9:00～
19:00 / ＜木・土＞9：00～
17：00

自転車、オートバイ販売、 毎週木曜日、第3
10：00～19：00
修理
水曜日
なし

9:00~21:00

創業40年以上茨木のこの
地で、焼肉一筋で営業
12月31日 1月1 16:30～23:00 last
中。「美味しい焼肉を好き
日以外年中無休 order22:30
なだけ」お腹いっぱい召し
上がって頂けるお店です。

美容室

エール茨木プレミアム付商品券 取扱店舗一覧

(郵便番号順)
令和4年1月17日時点

No.

店舗・屋号の名称

店舗の所在地

電話番号

主な業種

https://www.tsutaya19
【小売業】飲食料品
77.jp/

103 茨木智菓庵つたや

〒 567-0035

茨木市見付山1-6-15

104 岡田ガラスふすま建具

〒 567-0036

大阪府茨木市上穂積４－５－
072-623-3448
５

〒 567-0036

大阪府茨木市上穂積4丁目
7-64

072-697-8545

https://www.ichibanya.
【飲食業】飲食店
co.jp/

106 スーパーかまだ

〒 567-0036

茨木市上穂積2丁目6-14

072-625-1373

https://superkamada.jp/

107 DAIWA CYCLE 茨木店

〒 567-0036

茨木市上穂積2－12－45

072-621-3675 https://daiwa-cycle.jp 【小売業】その他小売

108 にぎり長次郎茨木インター店

〒 567-0036

大阪府茨木市上穂積4丁目
7-50

072-645-6566

109 株式会社北垣電気工房

〒 567-0041

大阪府茨木市下穂積3-1323

072-623-3110 http://www.kitagaki.jp

110 ビバ マルシェ

〒 567-0041

茨木市下穂積1-4-15

072-646-8310

105

111

カレーハウスcoco壱番屋茨
木インター店

株式会社住まいるサポートラ
〒 567-0042
ボ

072-621-6701

HP

取扱商品・サービス

定休日

1977年創業、地元に根付
いたお菓子を提供していま
す。
毎週火曜日
「みかさ」は看板商品で
す。

【サービス業】その他サービ ふすま・障子・網戸など内
不定休
ス業
装リフォーム

カレー

不定休

【小売業】小規模スーパー・ 生鮮品（青果・鮮魚・精肉）
毎週日曜日
ディスカウントストア
食料品全般

営業時間

10:00～18:00

不定休

11:00~23:00

10:00~20:00

自転車販売 修理

毎週水曜日

＜月－木＞10:30～19:30
＜土日祝＞10:00～20:00

回転寿司

年中無休

平日 11：00～15：15/16：
45～23：00 土日祝
11:00～23:00

【サービス業】その他サービ
電気工事業
ス業

毎週日・祝

月～土8：00～18：00

【小売業】飲食料品

日曜日 祝日

10:00～18:00

https://www.chojiro.jp/
【飲食業】飲食店
shop/shop.php?id=18

青果

大阪府茨木市宇野辺１丁目２
http://www.smile072-697-8122
番３５号
support-lab.com/

【サービス業】その他サービ ハウスメンテナンス・リ
ス業
フォーム事業

毎週水曜日

10:00～18:00

なし

9:00~21:00

112 キリン堂茨木穂積台店

〒 567-0044

茨木市穂積台1-29

072-631-1707

【小売業】医薬品・化粧品・ド 医薬品 健康食品 化粧
ラッグストア
品 日用雑貨 食品

113 ヘアーサロン モトカワ

〒 567-0044

茨木市穂積台9-56

072-625-9334

【サービス業】理・美容

カット シェービング シャ 毎週月曜日 第 平日9:00～19:00 〈土 日
ンプー
二第三火曜日
祝〉8:30～1900

114 海鮮ダイニングおとと

〒 567-0046

大阪府茨木市南春日丘7-510

072-622-0002

【飲食業】飲食店

毎朝、市場直送で届く厳
選された鮮度三重丸の魚
毎週日曜
介類が大人気びっくりまー
く??

11:30~14:30(LO14:00)17:0
0~23:00(LO22:30)

115 ミンクル

〒 567-0046

茨木市南春日丘3－2－48

072-628-3212

【サービス業】理・美容

フェイシャルエステ・脱毛・
化粧品販売・健康食品販 不定休
売

10：00～22；00

116 車のことならアットウィル

〒 567-0055

茨木市宿川原町4-8

072-641-8883

【小売業】その他小売

自動車販売、整備、板金
塗装、買取

10：00～19:00

117 酒匠米匠こやま

〒 567-0055

大阪府茨木市宿川原町17-8

072-643-5144

【小売業】飲食料品

お酒・飲料水・お米・ギフト
なし
即日無料配達

118 cafe D

〒 567-0057

茨木市豊川4丁目16-4

072-665-4632

119 酒専やまもと

〒 567-0057

大阪府茨木市豊川2-5-22

072-643-5943 //sakesen.com

【小売業】飲食料品

こだわりの日本酒・焼酎や
日曜・祝日
ワインなど販売中

120 たかま酒店

〒 567-0062

茨木市東福井1-9-26

072-643-5107 https://uzj.jp

【小売業】飲食料品

地酒 ワイン 焼酎

水曜、第1・2火曜 9：00～19：00

121 ヘアーサロンムラヤマ

〒 567-0062

茨木市東福井1-10-4

072-643-5081

【サービス業】理・美容

カット、カラー、パーマ
レディースシェービング

毎週月、第二第 火～土 8:30～19:00 日・
三月火連休
祝 8:00～18:30

122 キリン堂中河原店

〒 567-0063

茨木市中河原町11-28

072-641-2707

【小売業】医薬品・化粧品・ド 医薬品 健康食品 化粧
ラッグストア
品 日用雑貨 食品

123 かね政蒲鉾店

〒 567-0065

茨木市上郡2-7-21

072-641-1147

【小売業】飲食料品

かまぼこ、練り天ぷら、ちく
毎週水曜
わ

9:00-17:30

124 ハイパーブックスゴウダ

〒 567-0065

茨木市上郡2-13-14 ゴウダ
C&Eビル 2F

072-640-0907

【小売業】その他小売

書籍
文具
雑貨

9：00～22：00

〒 567-0065

茨木市上郡2－12－8アル・プ
ラザ茨木1階

https://www.paris072-641-6211 miki.co.jp/store/1026.h 【小売業】その他小売
tml

メガネ・サングラス・補聴器 2月17日（木）

10:00～21:00

126 酒匠米匠茨木ウエダ店

〒 567-0067

茨木市西福井３－３４－２８

072-643-5104

酒・米・食料品・ギフト販売
毎週水曜日
店 配達料無料

9:00~20:00

127 焼肉・鶏料理 心亭

〒 567-0071

大阪府茨木市郡山２丁目2723

https://www.hotpepper.
072-641-2926 jp/strJ000471732/part 【飲食業】飲食店
y/

焼肉、鶏焼肉

毎週月曜日

〈火ー日〉17:00～23:00

128 料理屋はなせ

〒 567-0081

茨木市上中条1-3-18

072-620-7724

【飲食業】飲食店

和食やジビエ料理。日本
酒や焼酎など。

月、火、木、金、土、日
毎週水曜日。（不
11:30~14:00/18:00~22:00
定休あり）
（不定休あり）

129 お惣菜の店 咲菜 茨木店

〒 567-0082

元町1-7

072-631-2800

【小売業】飲食料品

安心安全なお惣菜、サラ
ダ、お弁当を毎日手づくり 毎週 日曜日
しています

125

メガネの三城 アル・プラザ
茨木店

https://minklmatsuki.com/

http://www.maroon.dti.
【飲食業】飲食店
ne.jp/cafed/

https://www.godaj.co.jp/

【小売業】飲食料品

https://sakanaosaka.com/
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カフェ(ペット可)

水曜日

毎日 8：00～20：00

火曜日 不定休
8時～18時
あり

なし

なし

9:00～18:00

9:00~21:00

10:00 ～ 20:30

エール茨木プレミアム付商品券 取扱店舗一覧

(郵便番号順)
令和4年1月17日時点

No.

店舗・屋号の名称

店舗の所在地

電話番号

HP

主な業種

取扱商品・サービス

定休日

営業時間

自転車・バイク・レンタルの
取り扱い店。ガーデンモー 水曜日・月1～２
9:30 ～ 19:30
ル駐車場をご利用くださ 木曜日
い。

〒 567-0085

大阪府茨木市彩都あさぎ12-1 ガーデンモール彩都店
内

072-657-8198

〒 567-0085

大阪府茨木市彩都あさぎ12-1 ガーデンモール彩都2F

072-648-5871 http://ma-pop.com/

【小売業】衣料・身の回り品

ベビー・子供服・雑貨

〒 567-0085

茨木市彩都あさぎ3-2-29

072-641-0330

【小売業】飲食料品

パン 焼菓子 販売のみで
火曜日
す。

7：00～なくなり次第閉店
します。

133 Bowl coffee 彩都リゾート店

〒 567-0085

彩都あさぎ1-2-1ガーデン
モール彩都二階

050-7112-7516 https://cth-ltd.site/

【飲食業】飲食店

喫茶店、ｺｰﾋｰ器具・家電
なし
製品・雑貨販売

月-金 10:00-21:00 日
土祝 10:00-18:00(延長可
能)

和ダイニング 食彩健美 湖
中 彩都店

〒 567-0085

茨木市彩都あさぎ１－２－１

072-641-7090

【飲食業】飲食店

お一人様からファミリー客
無し
まで楽しめるお店です。

11：30～15：00/17：00～
22：00

135 LAVAFLOW彩都店

〒 567-0086

茨木市彩都やまぶき2-1-10
彩都類ビル2F

072-643-8777 https://lava-flow.net/

【サービス業】理・美容

CUT
Color
Perm
Nail

136 住まいるでんき館きょうしん

〒 567-0801

大阪府茨木市総持寺2丁目１
１－１

072-624-0041

https://suitekyousin.jpn.org/

【小売業】家具・家電（ホーム
電化製品、リフォーム
センターを含む）

137 L.FORT HAIR

〒 567-0802

茨木市総持寺駅前町5－32

072-620-0003

https://lfort.joy77.com/

【サービス業】理・美容

いつまでもご家族で通える 毎週月曜日・火
美容室
曜日

平日10:00～19:00 土日
祝9:00～18:00

138 CUT HOUSE NOA

〒 567-0802

茨木市総持寺駅前町1-38-3

072-620-0216

【サービス業】理・美容

施術、ヘアケア商品

毎週月曜日

9：00～19：00

139 CREDO HAIR

〒 567-0802

茨木市総持寺駅前町1-32 ハ
イムエーデル1F

072-665-8037 http://credo.boo.jp/

【サービス業】理・美容

カット、カラー、パーマ等

毎週月・火

9:00～18:00

140 ごっつぉさん

〒 567-0802

茨木市総持寺駅前町5-29

072-646-8898

141 総持寺ベース＆ガレージ

〒 567-0802

総持寺駅前町1-31

072-665-7593 //www.sojijibase.jp

【小売業】インテリア・雑貨

142 Precieuxse.endroit

〒 567-0802

大阪府茨木市総持寺駅前町
5-23

090-3176-9259

クラフトビール、カクテル、
【小売業】小規模スーパー・ ウィスキー、焼酎各種
不定休
ディスカウントストア
ラーメン、エジプト料理、
定食各種

143 ホーラーズベーカリー

〒 567-0802

大阪府茨木市総持寺駅前町
5日興総持寺スカイマンション
107

072-665-8791

144 北摂末廣庵

〒 567-0802

茨木市總持寺駅前町1ー36

072-624-2941

【小売業】小規模スーパー・
イチゴ大福
ディスカウントストア

145 あおい薬局

〒 567-0803

茨木市中総持寺町6-27ソレ
イユ茨木1F

072-648-5755

【小売業】医薬品・化粧品・ド 市販薬、健康食品など取 土曜13時以降
ラッグストア
り揃えております！
日曜、祝日

146 喫茶・らうんじ 窓

〒 567-0803

茨木市中総持寺町４－１９

072-633-9765

【飲食業】飲食店

147 キリン堂茨木総持寺店

〒 567-0803

大阪府茨木市中総持寺町337

072-634-0559

【小売業】医薬品・化粧品・ド 医薬品・健康食品・化粧
ラッグストア
品・日用雑貨・食品

なし

9：00～21：45

148 Ｃoco Ｍaru . hair

〒 567-0803

茨木市中総持寺町5-13

072-633-1822

【サービス業】理・美容

美容業

毎週月曜日

９時から１７時

149 和

〒 567-0803

茨木市中総持寺町6-16

072-652-0008

居酒屋です。アルコール
各種、美味しいアテ

月曜日、第1.3日 〈火ー土〉17:00～24:00
曜日
〈日〉14:00～22:00

150 バイオレット

〒 567-0803

茨木市中総持寺6-28

072-637-7020

【小売業】衣料・身の回り品

化粧品 婦人雑貨

日曜日

9;00～19:00

151 日ノ丸家電

〒 567-0803

大阪府茨木市中総持寺町326

072-635-8175

【小売業】家具・家電（ホーム
家電製品
センターを含む）

毎週火曜日

10:00～19:00

152 パンカフェむぎむぎ

〒 567-0806

茨木市庄２丁目25-23

072-623-5543

【小売業】飲食料品

毎週日・月

10:00~19:00

〒 567-0806

大阪府茨木市庄1-9-35

072-629-5803

【サービス業】その他サービ 庭付き一軒家で欧米スタ
ス業
イルのペットホテル

不定休

9:00～18:00

〒 567-0815

茨木市竹橋町8－2 ホーキビ
ル1階南

072-623-6028

〒 567-0815

茨木市竹橋町6-13

〒 567-0815

茨木市竹橋町２－５

130

オーミナミ彩都店 レンタル
819 茨木彩都

131 7milebridge

132

134

153

ブーランジェリ シャンボー
ル

ペットシッター＆ホテル 和
音のシッポ

154 arge hair produce

155

からあげ金と銀 茨木竹橋
店

156 雁飯店

http://www.ominami.co.
【小売業】その他小売
jp/

https://www.osakafu【小売業】飲食料品
chuouichiba.com/

https://haulersbakery.net/

【小売業】飲食料品

https://www.google.co.j
p/amp/s/www.hotpepp
【飲食業】飲食店
er.jp/strJ001260749/a
mp/

https://argehair.jimdofree.com/

年末年始

10：00～18：00

毎週月曜・第2/4
9：00~18：30
火曜日

毎週月曜日、第
10時～19時
1・3日曜日

焼き芋 スイートポテト 干
不定休
し芋 果物

10：00～17：00

アメリカンTOY・雑貨など

11:00～19:00

水曜日

焼きたてパン、手作りサン
毎週月・火曜日
ドイッチ、焼き菓子
月曜日

朝はコーヒー・紅茶など
モーニングサービス。夜は 毎週木曜日
アルコール類・一品料理。

手作り菓子パン、調理パ
ン、サンドイッチ

１９時～２６時

8:00～18:30

8:00～18:00
(月ー金) 9:00-19:30
（土）9:00-13:00

7:30~13:00/17:00~24:00

【サービス業】理・美容

カット、カラーリング、パー
主に月曜日
マ等

AM9:00～PM5:00

072-655-3320

【飲食業】飲食店

唐揚げ、弁当

11:00～20:00 不定休

072-624-0515

http://www.e【飲食業】飲食店
gyoza.con/ganhanten/
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不定休

茨木名物「雁飯店の餃子」
から本格中華コース料理 毎週月(祝祭日
まで
営業・翌平日代
阪急茨木市駅徒歩3分の 休)
中国料理店

11:30-14:00 17:0021:00(LO)

エール茨木プレミアム付商品券 取扱店舗一覧

(郵便番号順)
令和4年1月17日時点

No.

店舗・屋号の名称

店舗の所在地

電話番号

157 なかみ屋 竹橋町店

〒 567-0815

茨木市竹橋町2ー2王子ビル1
階

072-627-8833

158 イノブン茨木店

〒 567-0816

大阪府茨木市永代町1-5ロサ
ヴィア1F

072-621-1711

159 うっふぷりん茨木本店

〒 567-0816

大阪府茨木市永代町7-27

160 エール

〒 567-0816

161 キリン堂茨木市駅北口店

HP

主な業種

【飲食業】飲食店

https://www.inobun.co.j
【小売業】インテリア・雑貨
p/

取扱商品・サービス

焼肉 ホルモン

定休日

毎週月曜日

営業時間

17:00～24:00(L.O23:00)

生活雑貨 コスメ アクセ
不定休
サリー お洋服 お菓子等

10：00～21：00

072-621-4770 http://www.jyo-ryu.net 【小売業】その他小売

プリン専門店

11:00～19:00

茨木市永代町5ソシオ1ビル
112号

080-7000-8512

【小売業】衣料・身の回り品

レディースファッションやア
毎週土日・祝
クセサリー。

〒 567-0816

茨木市永代町1-5

072-631-6000

【小売業】医薬品・化粧品・ド 医薬品 健康食品 化粧
ラッグストア
品 日用雑貨 食品

なし

10:00~21:00

162 キリン堂阪急茨木店

〒 567-0816

茨木市永代町1-5ロサヴィア
1F

072-621-3326

【小売業】医薬品・化粧品・ド 医薬品 健康食品 化粧
ラッグストア
品 日用雑貨 食品

なし

10:00~21:00

163 古潭

〒 567-0816

茨木市永代町1-5ロザヴィア
いばらぎ内

072-621-0039

164 SHERRY

〒 567-0816

茨木市永代町1-5 ロサヴィア
1F

072-625-0090 http://www.sherry.co.jp 【小売業】衣料・身の回り品

165 Shuエナジー

〒 567-0816

茨木市永代町５番ソシオビル
B1F

https://beauty.hotpepp
【サービス業】その他サービ 小顔・肌質改善の女性専
072-625-6682 er.jp/kr/slnH00045995
毎週月曜日
ス業
用エステサロンです
4/

http://ramenkotan.co.jp

【飲食業】飲食店

年中無休

創業53年大阪老舗の味を 1月1日、奇数月
11：00～22：00 L.O21：30
一度ご賞味下さい。
の第三水曜日
国産／インポート婦人服
および雑貨

元旦及び12月を
除く偶数月の第 10:00～21:00
三水曜日

10：00～21：00

寿司、一品料理

[平日]11:30-14:30/17:0023:00、[土日祝]11:3015:00/16:00-23:00

〒 567-0816

茨木市永代町1-5 ロサヴィ
ア1階

072-626-1145

http://labyrinthtaupe.jp/

167 鮨・酒・肴 杉玉 茨木

〒 567-0816

大阪府茨木市永代町6-2 ス
ポーツプラザ茨木ビル1F

072-645-5230

https://www.sugidama
【飲食業】飲食店
-sushiizakaya.jp

168 スターライン薬局

〒 567-0816

茨木市永代町7-12 フジタビ
ル1階

072-697-8620

http://starlinepharmacy.com

〒 567-0816

大阪府茨木市永代町8-8 国
里ビル１階

072-626-4129

http://www.jyujyuan.co
【飲食業】飲食店
m/

170 生活パズル

〒 567-0816

茨木市永代町1－5

072-622-8600

171 ぢどり亭阪急茨木店

〒 567-0816

大阪府茨木市7-22カサリベ
ルデ1F

072-645-6699

172 バルミー茨木店

〒 567-0816

大阪府茨木市永代町1番5号
ロサヴィア

072-622-8621

〒 567-0816

大阪府茨木市永代町1-5 セ
ントロサヴィア１階

072-623-0640 //www.aigan.co.jp

174 REFLE 阪急茨木店

〒 567-0816

茨木市永代町1-5ロサヴィア
1F

http://www.refle【サービス業】その他サービ
072-620-9935 salon.com/smt/salon/
リラクゼーション
ス業
osaka_ibaraki.html

175 渡や

〒 567-0816

茨木市永代町9-1 ソレイユ永
代1F

072-623-7570

〒 567-0817

大阪府茨木市別院町4-17

072-623-6274

〒 567-0817

大阪府茨木市別院町4番22
号

072-646-5122 http://kinseigroup.co.jp 【飲食業】飲食店

〒 567-0817

茨木市別院町4-19JUMAビ
ル3階

072-646-9069

https://petitplanet.com/

【サービス業】その他サービ 20ヶ国語対応語学カフェ/
毎週金
ス業
スクール

〒 567-0817

茨木市別院町7-8

072-621-1068

http://kigokorohiro.jp/wp/

【飲食業】飲食店

169

173

176

炭火焼肉じゅじゅ庵 阪急茨
木店

メガネのアイガン 阪急茨木
店

Access Health & Beauty稚
乃針灸整骨院

177 茨木きんせい

178

英会話カフェ＆スクール「プ
チプラネット 」

179 季ごころ廣

炭火焼肉食べ放題、飲み
火曜日
放題！

【小売業】小規模スーパー・ 生活雑貨、インテリア雑
ディスカウントストア
貨、小物類
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月曜日～金曜日：9時～
19時30分 土曜日:9時～
14時

＜月－木＞17：30～24:00
／＜土日祝＞17:00～
24:00

偶数月の第三水
10：00～21：00
曜日

居酒屋 焼き鳥

不定休

日-木 17:00～24:00 金土
17:00～25:00

【小売業】衣料・身の回り品

婦人服

ロサヴィア休館
日

10：00～21：00

【小売業】その他小売

メガネ・サングラス・コンタ 偶数月の第３水
10時～21時
クト・補聴器
曜日

【飲食業】飲食店

http://www.chinoseikotuin.com/

不定休

調剤薬局での処方せん調
【小売業】医薬品・化粧品・ド
剤
日曜日、祝日
ラッグストア
医薬品、健康食品の販売

https://www.hotpepper.
【飲食業】飲食店
jp/strJ000712845/

10:00～20:00

気軽に着れるカジュアル
な洋服から、
お洒落をしてお出掛け・・
の時に着て頂ける
タウンカジュアルまで
幅広い洋服を取り揃えて
います。
ロサヴィア定休
価格も、定価より少しお安 日に準ず
く提供させて頂いています
ので
普段あまり着ないデザイン
物なども
挑戦していただきやすいと
思います。

166 JUPITER

【小売業】衣料・身の回り品

月～金 10:00～17:30

不定休

10:00～21:00(最終受付
20:30)

〈火～金〉11:30～14:00
居酒屋ですが、おいしい定 毎週 日曜日と祝
〈月～土〉17:30～21:30（週
食もありますよ！
日
末22:30）

【医療・福祉】医院・歯医者・ 美容鍼灸、小顔矯正、骨
クリニック・接骨院など
盤矯正など

鶏と魚介のＷスープの
ラーメン

毎週日・祝

＜月－金＞9:00～
12:00/14:00 ～19:00 ／
＜土＞9:00～12:00

年中無休

11：30～23：00

茨木産の卵や野菜を使っ
たおまかせ料理がメインで 毎週日・月
す。

＜月－木＞13:00～22:00
／＜土日祝＞10:00～
20:00

１７時ー２２時

エール茨木プレミアム付商品券 取扱店舗一覧

(郵便番号順)
令和4年1月17日時点

No.

店舗・屋号の名称

店舗の所在地

電話番号

HP

主な業種

取扱商品・サービス

定休日

営業時間

【小売業】衣料・身の回り品

寝具、ナイティ、ふとんク
リーニング

大阪府茨木市別院町2ー18セ
072-622-2637
レブパレス102号

【サービス業】理・美容

前髪カット500円眉毛カット 毎週日曜日と、
500円
第三月曜日

〒 567-0817

大阪府茨木市別院町7-5 三
友ビル1F

072-621-7039

【飲食業】飲食店

第3日曜日 ラン 〈月～土〉11:30～
各種飲料、鶏料理、刺身、
チタイム日曜、祝 15:00/17:00～24:00 / 日、
串カツ、サラダ
祭日
祝祭17:00～24:00

〒 567-0817

茨木市別院町3-30 掛谷第四
ビル3階

072-620-0550

【サービス業】その他サービ 駅近レンタル＆レッスンス
不定休
ス業
ペース

平日9:00～21:00 土日祝
9:00～17:00 レンタル状況
により変更あり

〒 567-0817

茨木市別院町2-17

090-3618-6859

【サービス業】その他サービ 1時間単位の貸店舗&キッ
不定休
ス業
チンスペース

9:00～21:00 レンタル状況
により異なります

〒 567-0817

大阪府茨木市別院町7-16

072-621-0100

186 ニシフジ

〒 567-0817

茨木市別院町1-3

072-625-8065

187 日本料理 成田家

〒 567-0817

大阪府茨木市別院町3-19

072-622-4629

180 キムラ寝具店

〒 567-0817

大阪府茨木市別院町1－3

181 さかえ美容室

〒 567-0817

182 酒菜屋二重まる

183

スタジオ オレンジアゴー
ゴー

184 大正テンソル館

185

DECCA-DEUX（デッカドゥ）
阪急茨木

072-622-2318

https://www.deccasalon.com/

http://ibarakinaritaya.com

https://www.harepan.com/

毎週日曜日、水
10:00～18:30
曜日は不定休
９時～18時

毎週月曜、第２・ 〈受付時間〉10:00～19:00
３火曜
（木曜のみ10:00～18:30）

【サービス業】理・美容

美容室

【小売業】衣料・身の回り品

日々のスタイルアップのお
お盆 お正月以
手伝いをさせていただく婦
外年中無休で
人服全般を取り扱っており
す。
ます。

【飲食業】飲食店

日本料理、お弁当、日替
わりランチ、寿司

【小売業】飲食料品

当店の純生食パンは、当
店オリジナルブレンドの小
麦粉を使用して作っていま
す。小麦だけではなく、
マーガリン、バターまで徹
無し
底して素材を吟味いたしま
した。またハチミツを配合
したことで、ふわっとした甘
みが口の中に広がり、より
美味しく食べられます。

10:00～17:00

毎週水曜、夏
店内〈11時～14時／17時
季、冬季休暇あ ～21時〉テイクアウト〈10
り
時～19時〉

188 晴れパン茨木店

〒 567-0817

茨木市別院町7-10 ペスカー
ド別院103

072-622-1116

189 ミック茨木本町薬店

〒 567-0817

大阪府茨木市別院町3-23

072-626-3009

190 振袖専門みやたけ工房

〒 567-0817

大阪府茨木市別院町4-22

072-620-7140

191 遊食旬菜びいず

〒 567-0817

茨木市別院町6-47

072-621-7800 http://bizu316.com/

192 寿屋餅店

〒 567-0818

茨木市本町1-16

072-622-6830

193 とり安

〒 567-0818

大阪府茨木市本町3-2

072-622-6107

194 はだ鍼灸整骨院

〒 567-0818

茨木市本町1－16

072-622-0134 http://hada0134.jp/

195 美容室Bi

〒 567-0818

茨木市本町1-6

072-626-9605 http://www.bi-1987.jp/ 【サービス業】理・美容

196 レナジャパンメイドショップ

〒 567-0818

茨木市本町1-4

072-624-7625 http://renabag.jp/

【小売業】小規模スーパー・
バッグ、財布、服飾雑貨
ディスカウントストア

無休（年始三ヶ
日以外）

10：00～16：30

197 oven

〒 567-0821

茨木市末広町9-1

072-634-6305

【小売業】飲食料品

手作りの焼菓子

日～木曜日（金
土のみ営業）

9:00~14:00

198 たくや

〒 567-0821

茨木市末広町4番22号

090-8576-3437

http://sakanayatakuya.com/

【小売業】飲食料品

塩干、鮮魚、乾物

毎週日曜日

10:00～17:30

199 つながりcaffe ARTE

〒 567-0821

大阪府茨木市末広町3-2

070-1778-9898

https://www.facebook.
【飲食業】飲食店
com/caffe.arte.ibaraki/

サイフォン式コーヒー、ラ
ンチ、デザート

月曜日

12:00～20:30

200 nein 9 Kitchen&Bottle Shop

〒 567-0821

大阪府茨木市末広町2-29101

072-665-9925

http://nein9.goodbranch.com

【飲食業】飲食店

日本全国、世界中の厳選
不定休
したクラフトビール

13:00～23:00時LO 料理の
提供は17時から

201 もつ鍋 まつり

〒 567-0821

大阪府茨木市末広町2-24
ヴァリエ91 1階

072-638-0999

https://www.matsuriibaraki.com/

【飲食業】飲食店

自慢のこだわり抜いたもつ
毎週月曜日
鍋です

17:00～24:00

202 オーミナミ 別館

〒 567-0824

茨木市中津町17-27

072-657-1000

http://www.ominami.co.
【小売業】その他小売
jp/

お気軽に当店にお立ち寄 毎週水曜日と 大
り下さい。メンテナンスの 型連休の無い月 9:30~19:30
相談ももちろん乗ります！ は第2,第3火曜日

203 STAND BOND

〒 567-0824

大阪府茨木市中津町3-26 西
田ハイツ108

0726-46-9417

https://www.instagram.
【飲食業】飲食店
com/stand_bond/

ビールを主としたホームメ
毎週火
イドイタリアン♪

17:00～24:00（Lo23:00）

204 炭火焼肉矢吹屋

〒 567-0824

茨木市中津町16-3辰巳ビル
1F

072-633-2911

【飲食業】飲食店

塩にこだわった小さな立ち
不定休
食い炭火焼肉屋です。

18:00～24:00

205 Hug Crepe&Drink

〒 567-0824

https://www.instagram.
茨木市中津町2-11 サンユー
080-1448-2957 com/hug_crepe.and.drin 【飲食業】飲食店
プラザ102
k/

自家製焼き立てクレープ
と、国産タピオカドリンクの 毎週日曜日
専門店です?

11:00～18:00

206 メガネの三城 阪急茨木店

〒 567-0824

茨木市中津町16ー23 シェ
リール茨木1F

メガネ サングラス 補聴
器の取り扱い

10:00～19:00

【小売業】医薬品・化粧品・ド 医薬品、化粧品、健康食
ラッグストア
品、日用品

9:30～19:00

成人式や卒業式の振袖や
袴を販売とレンタルの両方 毎週火
を取り扱っております。

10:00～18:00

海鮮料理、河内鴨、手作り
毎週月曜日
季節料理 酒

17時～24時

餅、赤飯、饅頭

日曜日

10:00～20:00

【小売業】小規模スーパー・
国産鶏肉専門店
ディスカウントストア

日、祝日

10:00～17:00

【医療・福祉】医院・歯医者・ 鍼灸
クリニック・接骨院など
整骨

毎週水曜・日曜・ 10:00~13:30 16:00~19:30
祝日
土曜日は13:30まで

https://miyatakekoubo
【小売業】衣料・身の回り品
u.com

【飲食業】飲食店

http://kotobukiya2012.
【小売業】飲食料品
blog.fc2.com/

https://www.paris072-638-8881 miki.co.jp/store/1369.h 【小売業】その他小売
tml

8 / 15 ページ

なし

11：00～19：30

着物レンタル・ヘアケア商
品
日曜日
ヘア技術

年中無休

９：00～１８：00

エール茨木プレミアム付商品券 取扱店舗一覧

(郵便番号順)
令和4年1月17日時点

No.

店舗・屋号の名称

店舗の所在地

電話番号

HP

主な業種

取扱商品・サービス

定休日

営業時間

207 うつわcafeハリス

〒 567-0825

茨木市園田町5－6

072-646-7973

https://www.cafeharris.
【飲食業】飲食店
com

珈琲,スイーツ,サンドイッチ, 火曜日／第１・３
11：00～19：00
アフタヌーンティー
水曜日

208 オーミナミ 園田店

〒 567-0825

茨木市園田町1-2

072-634-3649

http://www.ominami.co.
【小売業】その他小売
jp/

珍しい種類の自転車もあ
ります。ぜひご来店下さ
い。

209 パソコンスキルCASA

〒 567-0825

茨木市園田町１－７
FORUM87 ３０１

072-665-6529

https://www.pccasa20 【サービス業】その他サービ 効率よく学べる少人数制
12.com/
ス業
のパソコン教室です

210 カットクラブ グラス

〒 567-0826

茨木市大池２丁目１１－８玉
木ビル１Ｆ

072-634-8814

【サービス業】理・美容

パーマ ヘアカラー カット 毎週月曜火曜

9:00~18:00

〒 567-0826

茨木市大池1-10-35

072-655-6082

【飲食業】飲食店

からあげの製造・販売・テ
毎週月曜日
イクアウト

＜火－日＞11:00～20:00

〒 567-0826

茨木市大池1-14-59 ピュー
ル１F

072-646-6600

http://kemonomichiah.com

【サービス業】その他サービ
動物病院
ス業

火曜日、祝日の
10:00-13:00/17:00-19:30
午後

〒 567-0826

茨木市大池1-1-35

072-657-0355

https://sataketakenoko.co.jp/

【小売業】小規模スーパー・
食品 生鮮 青果他
ディスカウントストア

年始 4日間

9：00～21：30

214 たたらば珈琲

〒 567-0826

大阪府茨木市大池1-14-40

072-646-6427

http://www.tatarabacof
【飲食業】飲食店
fee.jp

自家焙煎珈琲豆、喫茶

木曜日

8:00～19:00

215 焼肉一進

〒 567-0826

大阪府茨木市大池１丁目１０
番３５号

072-665-7100

【飲食業】飲食店

お食事、ドリンク等

毎週火曜日（火
11:30～14:00/17:00～
曜日が祝日の場
23:00
合は翌日）

216 お菓子の工房 とうむ

〒 567-0827

茨木市稲葉町3-5

072-630-0777 http://www.tohmu.com 【小売業】飲食料品

ケーキ、焼き菓子、アレル 月曜日（祝日の
ギー対応商品あり
場合は営業）

10:00～20:00

217 CAFE&BAR f

〒 567-0827

大阪府茨木市稲葉町1-12
ローゼマキシム1F

https://m.facebook.co
090-2702-6233 m/CAFEBAR-f291587904284801/

【飲食業】飲食店

しまちゃん（マスター）
が毎日いるハードリカー推 不定休
しのBAR

18:00～24:00

218 炭火焼肉さかえ

〒 567-0827

茨木市稲葉町19-14

072-635-0600

【飲食業】飲食店

焼肉、冷麺

毎週火曜日

17:00～22:00

219 ひとつぶの麦

〒 567-0827

茨木市稲葉町11-17アーク茨
木103

072-633-8868

【小売業】飲食料品

もっちりとふんわりの
食パンがお薦めです。

毎週火 不定休
700~18:30
有り

220 茨木中央整体院

〒 567-0828

大阪府茨木市舟木町3-12福
寿ビル3F

072-657-7740

221 うまいもん家 わいわい

〒 567-0828

大阪府茨木市舟木町4-29第
二椿マンション102号

072-637-1121

【飲食業】飲食店

本日の鮮魚カルパッチョ

毎週月曜日

17:00～24:00

222 創作呑喰癒空間 まる

〒 567-0828

舟木町12-29

072-633-8003

【飲食業】飲食店

創作居酒屋

日曜日

15時から21時

〒 567-0828

茨木市舟木町13-11 NYKビ
ル1階北側

072-655-8828

224 バナナ商店

〒 567-0828

茨木市舟木町１－１１林泉第
三ビル１階

072-648-7910 https://banashow.com/ 【小売業】インテリア・雑貨

毎週水曜日＋月
雑貨、インテリア用品、文
１１：３０～２０：００ ※日
４回ほどの不定
具、骨董など。
曜・祝日は１７：００閉店
休あり

225 ビジョンメガネ東茨木店

〒 567-0828

大阪府茨木市舟木町2-1
シャトー黒田1F

https://www.vision072-630-5678 megane.co.jp/shop/213 【小売業】その他小売
/

眼鏡・補聴器・コンタクトレ
なし
ンズ

〒 567-0828

https://beauty.hotpepp
大阪府茨木市舟木1-7三輪ビ
【小売業】医薬品・化粧品・ド 化粧品販売・エステティッ 日曜日は事前予 10:00～20:00〈18:00以降
072-634-2202 er.jp/kr/slnH00027826
ル2F
ラッグストア
クサービス
約営業
事前予約制〉
2/

227 有機野菜おおぞら

〒 567-0828

茨木市舟木町17-2

072-633-2341

【小売業】飲食料品

有機野菜、調味料、肉、乳
製品、豆腐、化粧品、オー
日曜、祝日
ガニック製品まで。ペイペ
イあり。

（月・水・金・土）10時～18
時 ／（火・木）10時～15
時

228 庵

〒 567-0829

茨木市双葉町4-12

072-638-2053

【飲食業】飲食店

蕎麦、定食

月曜日

11:00-2100

【飲食業】飲食店

イタリア料理、パスタ、ピ
ザ、ワイン等

毎週月曜? 第
一、第三火曜

18:00～22:00

211

からあげ金と銀 茨木大池
店

212 けものみち動物病院

213

223

226

Foods Market satake 茨木
大池店

はっこうふうず(ハッコー山海
フーズ)

ポーラザビューティー阪急茨
木店

229 イタリア料理Prego

〒 567-0829

大阪府茨木市双葉町4-2

072-652-1180

230 IDEAL

〒 567-0829

大阪府茨木市双葉町4-6 英
陽ビル2階

072-634-1510

231 茨木城主もなか本舗ちとせ

〒 567-0829

茨木市双葉町6-10

072-635-0120

大阪府茨木市双葉町7-8 ｸﾛ
ﾀﾆﾋﾞﾙ１F

072-633-3003

〒 567-0829

大阪府茨木市双葉町８－２２
ジョイフル茨木 ４F ビル

072-637-2288

〒 567-0829

茨木市双葉町7-24

072-637-0888

232

お好み焼きはここやねん 阪
〒 567-0829
急茨木駅前店

233 ＫＩＣＨＩＲＩ阪急茨木

234

魚の旨いもん処三府鮨阪急
茨木店

https://www.ibarakiseitai.com

火・日

10:00～17:00

【サービス業】その他サービ 整体。肩こり・腰痛などへ
＜平日＞10:00～21:00
木曜日（不定休）
ス業
の施術。
＜土日祝＞10:00～18:00

https://hakkofoods.co
【小売業】飲食料品
m

https://beauty.hotpepp
【サービス業】理・美容
er.jp/slnH000431647

自然食品・調理器具・健康
毎週日・月
グッズ

火～土 10時～18時

10:00～19:00

TOKIO認定テクニカルサロ
なし
ン

10:00～21:00

【小売業】飲食料品

和菓子製造、販売

水曜日

10:00～19:00

【飲食業】飲食店

お好み焼き、もんじゃ焼
き、一品

無休

11：30から23：00まで

飲食店

なし

17：00～24：00

寿司・和食・宴会・料理

１月 １日

11時30分～22時00分

https://www.kichiri.co.j
【小売業】飲食料品
p/

【飲食業】飲食店
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毎週木曜日と 大
型連休の無い月
9:30~19:30
は第2,第3週金曜
日

エール茨木プレミアム付商品券 取扱店舗一覧

(郵便番号順)
令和4年1月17日時点

No.

店舗・屋号の名称

店舗の所在地

電話番号

HP

主な業種

取扱商品・サービス

定休日

営業時間

235 笹寿司

〒 567-0829

茨木市双葉町2ー5

072-633-0708 http://e-sasa.com

【飲食業】飲食店

寿司

水曜日

17:00～22:30

236 ステップスポーツ茨木店

〒 567-0829

茨木市双葉町2-16 ｻﾞ･ﾚｼﾞﾃﾞ
ﾝｽ茨木1Ｆ

072-605-1192 http://step-japan.jp

【小売業】その他小売

スニーカー・ランニング
シューズ・ウォーキング
シューズ

不定休

10：30～19：30

〒 567-0829

大阪府茨木市双葉町８－３

072-630-6466

238 デリカショップモリガキ

〒 567-0829

茨木市双葉町14-8

072-634-3272 http://morigaki.com/

239 Ｎｕｍｂｅｒ．３６５

〒 567-0829

茨木市双葉町６－１０

090-2704-0365

240 バル ボラーチョ

〒 567-0829

茨木支双葉町9-13双葉アレ
イビル1F

072-657-9614

【飲食業】飲食店

241 ひまわり薬局茨木駅前店

〒 567-0829

茨木市双葉町9-20 コスモア
ネックスビル1階

072-632-1885

242 双葉東米穀店

〒 567-0829

大阪府茨木市双葉町4-5

243 ホルモンなかみ屋双葉町店

〒 567-0829

244 萌え黄

237

ダイコクドラッグ阪急茨木市
駅前薬店

100円SHOP併設のドラッ
https://daikokudrug.co 【小売業】医薬品・化粧品・ド グストアになります
なし
m/store/ibaraki/
ラッグストア
楽天ポイントたまる使える
お店です
【飲食業】飲食店

毎週日曜日

〈月ー土〉10:00～
14:00/16:00～20:00

婦人衣料品・服飾雑貨品
毎週木曜日
の販売店

【月ー土】11:00-18:00
【日曜・祝日】11:00-17:00

イカスミのパエリア

毎週月曜日

17時～２４時

【小売業】医薬品・化粧品・ド
調剤薬局
ラッグストア

土曜日（午後）・
日曜・祝日

（月～金）8：30～19：30
（土）8：30～13：00

072-632-4721

【小売業】飲食料品

お米

毎週日・祝

〈月ー土〉8:00~19:00

茨木市双葉町15-5

072-634-2919

【飲食業】飲食店

新鮮な生ホルモンを多数
取り揃えております。

毎週木曜日

定休日以外17:00～
23:00(ラストオーダー)

〒 567-0829

茨木市双葉町14-6

072-637-8068

【小売業】小規模スーパー・
お好み焼き店
ディスカウントストア

木曜日

11時～22時（オーダース
トップ21時）定休日 木曜
日

245 岡村米穀店

〒 567-0831

茨木市鮎川３ー1一10

072-634-1645

【小売業】飲食料品

米穀 酒類

毎週日曜・祝日

9：00～19：00

246 おむすび専門店 むすび

〒 567-0831

茨木市鮎川1ー7ー32

https://instagram.com/
072-638-2770 omusubino.musubi?utm 【飲食業】飲食店
_medium=copy_link

お弁当各種・おむすび各
種

日、祝日

10:00～20:00

247 KAZU中津店

〒 567-0831

茨木市中津町16-29

072-635-0927

【サービス業】理・美容

オージュア・ミヤビナ取扱 毎週月曜日・第
9:00～18:00
店
1、第3月火連休

〒 567-0831

茨木市鮎川2丁目27-10

072-657-7031

【飲食業】飲食店

アツアツの天丼天ぷらを
販売していま

〒 567-0831

大阪府茨木市鮎川5丁目２３
－８

072-652-3737 //www.amoffice.co.jp

【小売業】その他小売

ご不明点やご質問など､お
気軽にお問い合わせくださ 第２水曜日
い。

〒 567-0831

大阪府茨木市鮎川5丁目225

072-635-5660

http://dolcemoscato.co
【飲食業】飲食店
m/

イタリアンレストラン
主にパスタとナポリピザ

251 なにや弁当

〒 567-0831

大阪府茨木市鮎川2-32-25
アライブ21 105号

072-665-4112

https://naniyaben.com
【飲食業】飲食店
/

海鮮丼・弁当・カレー・ロー 定休日無し(年末
〈全日〉10:30~20:00
ストビーフ丼等
年始を除く)

252 ビューティーサロンカズ

〒 567-0831

茨木市鮎川2-24-21

072-634-9629

【サービス業】理・美容

253 フラワショップタキイ 鮎川店 〒 567-0831

茨木市鮎川2-32-25 1F

072-632-1798

254 廻し鮨新鮮や茨木鮎川店

〒 567-0831

茨木市鮎川1-7-28

072-636-7500

255 夢人形

〒 567-0831

茨木市鮎川5丁目21-2

072-637-7031

256 はやしサイクル

〒 567-0832

大阪府茨木市白川3-1-4

257 大衆食堂 ニュー富士

〒 567-0836

248

天丼天ぷら本舗さん天 茨
木鮎川店

249 ドコモショップ茨木鮎川店

250

ドルチェモスカート茨木白川
店

https://number365.hp.g
【小売業】衣料・身の回り品
ogo.jp/pc/

お弁当・お総菜の製造及
び販売

月～土 9:05～21:30 日・
祝 9:05～21:00

10:30～24:00(ラストオー
ダー23:30)

10：00/19：00

1月1日元旦のみ 11:00～23:00

毎週月曜日・第
1、第2月火

9:00～18:00

【小売業】小規模スーパー・
生花、鉢花
ディスカウントストア

木曜

9：30～19：00

【飲食業】飲食店

回転すし・和食

１月 １日

11時30分～21時30分
(L.O21時15分)

//www.yumeningyo.co
【サービス業】理・美容
m

パーマ カラー カット

毎週月曜日火曜
9:30～18:30
日

072-633-7717

//www.hayashicycle.com

【小売業】その他小売

自転車、電動自転車、バ
イク(125ccまで)

毎週木曜日・第3
9:00~19:00
日曜日

茨木市目垣２丁目24-24

072-634-9383

https://www.newfuji.com/

【飲食業】飲食店

一品料理、定食、丼、麺類
など
日曜・祝日
すべてテイクアウトOK

イートイン 10時～15時
テイクアウト予約制受け
取り19時まで

〒 567-0845

大阪府茨木市平田1-4-25

072-633-5544

【小売業】その他小売

靴の販売

10:00ー20:00

259 中華ちゆー食堂

〒 567-0849

茨木市平田台1-6

072-633-2546

【飲食業】飲食店

現在この店で42年営業し
ています。店の横に2～3 毎水曜日
台の駐車場もあります、

260 キリン堂真砂玉島台店

〒 567-0850

大阪府茨木市真砂玉島台217

072-652-3380

【小売業】医薬品・化粧品・ド 医薬品・健康食品・化粧
ラッグストア
品・日用雑貨・食品

なし

261 ダイワサイクル南茨木店

〒 567-0850

大阪府茨木市真砂玉島台29

072-657-1288

【小売業】その他小売

<月－金>10:30~19:30 / <
土・日・祝>10:00~20:00＊
不定休 / 12/31・
2022年2月28日迄 / 3月1
1/1店休日
日以降<月－日
>10:00~20:00

258

東京靴流通センター南茨木
店

https://www.daiwacycle.jp
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ミヤビナ・キュアフォース
取扱店

元日のみ定休

自転車販売・修理

不定休

午前11時30分～2時、午
後5時30～9時30分

9：00～21：45

エール茨木プレミアム付商品券 取扱店舗一覧

(郵便番号順)
令和4年1月17日時点

No.

店舗・屋号の名称

店舗の所在地

電話番号

HP

主な業種

http://www.ominami.co.
【小売業】その他小売
jp/

取扱商品・サービス

定休日

超地域密着型営業の真砂
店です！自転車・バイクの 毎週水曜と月１
メンテナンスはお任せ下さ ～２回木曜
い。

営業時間

262 オーミナミ 真砂店

〒 567-0851

茨木市真砂1-9-11

072-636-6611

263 きっずえんじぇる茨木店

〒 567-0851

大阪府茨木市真砂１－９－３
１

072-632-5126 http://kids-angel.info/

【小売業】小規模スーパー・ 子供服用品おもちゃ専門
ディスカウントストア
リサイクルショップ

月曜・第二火曜

10:00-18:00

264 キャリエール ヒデトワ

〒 567-0851

茨木市真砂1-10-11

072-638-5298

【小売業】飲食料品

不定休

10:00-20:00

265 キリン堂茨木真砂店

〒 567-0851

大阪府茨木市真砂1丁目1327

072-637-1696

【小売業】医薬品・化粧品・ド 医薬品・健康食品・化粧
ラッグストア
品・日用雑貨・食品

なし

9：00～21：00

266 こころ社労士事務所

〒 567-0851

茨木市真砂３－１０－２３－４
０５

050-7122-1003 https://sr-kokoro.com/

就業規則作成・改定、各
【サービス業】その他サービ
種労務相談（残業削減等） 毎週土・日、祝日 9：00-17：30
ス業
を承ります。

267 小林サイクル

〒 567-0851

真砂1-2-35

072-634-5668

【小売業】その他小売

268 にぎり長次郎茨木真砂店

〒 567-0851

大阪府茨木市真砂2丁目215

072-646-5985

https://www.chojiro.jp/
【飲食業】飲食店
shop/shop.php?id=57

269 ブレイムシック

〒 567-0851

茨木市真砂1-28-13

072-601-0191

http://blamesick.wix.co 【サービス業】その他サービ
二輪車の販売・整備
m/blamesick
ス業

270 やきにく牛華

〒 567-0851

茨木市真砂1丁目8-1

072-655-3036

【飲食業】飲食店

焼肉店

毎週水曜日

月ー金 17：00～23：00／
土日祝、11：00～14：
00/16：00～23：00

271 焼肉こころ亭茨木真砂店

〒 567-0851

茨木市真砂１－８－６

072-635-2922

【飲食業】飲食店

平日のみのサービスや土
日祝日のサービスなどを 毎週水曜日
ご用意しています。

〈月～金〉17:00~23:00ラス
トオーダ〈土日祝〉
15:00~23:00ラストオーダ

272 夢音

〒 567-0851

大阪府茨木市真砂1-12-31

072-637-2808

【飲食業】飲食店

グルメ・フード

月曜日 その他

<火ー金、日曜>18:00～
22:00 <土曜>18:00～
23:00

〒 567-0853

大阪府茨木市宮島1-3-24

072-652-2955

【飲食業】飲食店

カレーライス

なし

月～日 10：30～24：30
（ラストオーダー24：00）

274 おべんとう りりてー

〒 567-0855

茨木市新和町6-3

072-637-1003

http://www.ririterivluck.co.jp/

【飲食業】飲食店

弁当、総菜

毎週土日、祝日 ＜月ー金＞9:30～13:00

275 地酒のにしじま

〒 567-0855

大阪府茨木市新和町４－１１

072-633-3500

https://nishijima.ocnk.n
【小売業】飲食料品
et/

273

カレーハウスCoCo壱番屋茨
木宮島店

072-652-2929 http://1dining.co.jp/

洋菓子 ケーキ 焼菓子

9:30 ～ 19:30

自転車販売修理

毎週水曜日 代
9:00~19:00
３火曜日

回転寿司

年中無休

平日 11：00～15：15/16：
45～23：00 土日祝
11:00～23:00

水曜日 イベント 平日10：00～20：00 土日
日
祝10：00～19：00

日本酒（地酒）・ワイン・焼
毎週月曜日・第３ ＜火－土＞8:30～19:30／
酎・クラフトビール・食品
日曜日
＜日・祝日＞10:00～18:00
（味付海苔）

【飲食業】飲食店

「ひとつ上の焼肉食べ放
題」
お肉のプロが選んだ、店
内手切りの新鮮なお肉と
１月 １日
こだわりのサイドメニュー
をテーブルオーダーバイ
キング方式で心ゆくまでお
楽しみください。

平日：17時~24時 土日祝：
16時~24時

糀を使ったドリンク、フー
ド、お弁当

毎週火曜日

11：00～19：00（ラストオー
ダー）

日、祝日、土曜
日の午後

平日9時～20時30分 土
曜日9時～１3時30分

276 ワンカルビ 茨木店

〒 567-0855

茨木市新和町18-22

277 糀あまざけcafeひとと

〒 567-0861

茨木市東奈良3-14-28ネオパ
072-655-3362
レス浅川２号館１０３号

【飲食業】飲食店

278 さつき薬局

〒 567-0861

茨木市東奈良3丁目16番３５
号

072-632-8558

【小売業】医薬品・化粧品・ド
処方せん調剤薬局
ラッグストア

279 写真屋ＡＢＣ 南茨木店

〒 567-0861

茨木市東奈良3-15-18

072-638-0724

280 delight

〒 567-0861

東奈良3-11-2 101

072-638-6321

281 らーめんじゃ川田商店

〒 567-0862

大阪府茨木市美沢町16-35

282 御菓子処 茨木やまぢ

〒 567-0863

茨木市沢良宜東町16-32

283 株式会社 ハウスドクター

〒 567-0864

茨木市沢良宜浜２－１７－１４ 072-634-4412

284 キリン堂沢良宜店

〒 567-0864

大阪府茨木市沢良宜浜2丁
目1-6

072-630-3618

【小売業】医薬品・化粧品・ド 医薬品・健康食品・化粧
ラッグストア
品・日用雑貨・食品

なし

9：00～21：00

285 ジャックライオン

〒 567-0865

茨木市横江2丁目20-25

072-630-0987 http://jacklion.net/

【サービス業】その他サービ
音楽練習スタジオ
ス業

毎週水曜日

＜月～土＞13:00～26:00
＜日＞13:00～22:00

286 びっくりギターズ

〒 567-0865

茨木市横江2丁目20-25

072-637-3333 http://jacklion.net/

【小売業】その他小売

楽器販売/修理/調整

毎週水曜日

13:00～22:00

287 越後屋

〒 567-0866

大阪府茨木市高浜町3-5

072-638-9374

【小売業】その他小売

住宅設備機器・建材

日曜日・祝日

8:30～18:00

288 医療法人 高島整形外科

〒 567-0868

茨木市沢良宜西1-13-22

072-630-2600 https://takasima.jp/

【医療・福祉】医院・歯医者・
医療機関
クリニック・接骨院など

日・祝

月~金9：00～12：00/16：
00～19：00 土9：00～12：
00

http://photo-abcde.com

写真プリント・印刷（名刺・
【サービス業】その他サービ
はがき）・撮影（証明写真・ 毎週日曜日
ス業
記念写真）

10：00-18：00

【サービス業】理・美容

9：30～19：00（カット最終
受付）

カット・パーマ・カラー等

毎週月曜日

https://tabelog.com/os
072-635-1466 aka/A2706/A270604/2 【飲食業】飲食店
7043951/

ラーメン、餃子、酒類、他

〈月～土、祝〉11:30～
毎週火曜、第3月 15:00、17:00～0:00〈日〉
曜日
11:30～15:00、17:00～
22:00

072-635-1006

季節の和菓子・餅・赤飯
他

火曜日

【小売業】飲食料品

https;//www.housedoct 【サービス業】その他サービ
害虫防除業、リフォーム業 日曜日、祝日
or.co.jp/
ス業
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エール茨木プレミアム付商品券 取扱店舗一覧

(郵便番号順)
令和4年1月17日時点

No.

店舗・屋号の名称

289

業務スーパーTAKENOKO南
茨木店

店舗の所在地

電話番号

HP

https://sataketakenoko.co.jp

主な業種

取扱商品・サービス

定休日

【小売業】飲食料品

生鮮＆業務用食品スー
パー

自家焙煎珈琲、自然派ワ
毎週木曜日
イン

営業時間

〒 567-0868

茨木市沢良宜西2-8-20

072-652-7788

〒 567-0868

大阪府茨木市沢良宜西1-220

072-646-9277

【飲食業】飲食店

〒 567-0868

茨木市沢良宜西2-7-22

072-635-9600 https://takasima.jp

鍼灸、パーソナルトレーニ
【医療・福祉】医院・歯医者・
毎週日曜日、祝 月ー金 9：00～20：00 土
ング、アスレティックトレー
クリニック・接骨院など
日
9：00～18：00
ニング、美容、ピラティス

292 トラベルドリーム

〒 567-0868

大阪府茨木市沢良宜西217-39

072-652-2882

293 ハタ酒店

〒 567-0868

茨木市沢良宜西1-18-9

072-632-4170

【小売業】飲食料品

日本酒・焼酎・ウイスキー 不定休

（月～土）9:30～19:00
（日、祝日）10:00～18:00

294 八剣伝阪急南茨木駅前店

〒 567-0868

大阪府茨木市沢良宜町西1
－1－6

072-636-8044

【飲食業】飲食店

炭火焼焼き鳥

元日

17時～０時

フラワショップタキイ 駅前花
〒 567-0868
店

大阪府茨木市沢良宜西１丁
目２－２０

072-638-9987

【小売業】小規模スーパー・
生花、鉢花
ディスカウントストア

木曜

9：30～19：30

290 coffee&wine WALT

291

295

JUHAI Field ハビリス さ
わらぎ鍼灸院

https://traveldream.jp/

【サービス業】その他サービ
旅行商品
ス業

1月1日～1月4日 9:00～21:30

毎週日曜日・祝
日 年末年始

10:00～22:00

09：00～17：30

296 hair make Ripply

〒 567-0868

茨木市沢良宜西1-7-6

https://ripply【小売業】小規模スーパー・
072-632-4458 1965.amebaownd.com/
パーマ カット セット
ディスカウントストア
pages/281434/posts

毎週月曜日 第
9時30分～19時
1.3.月火

297 焼肉料理さかもと

〒 567-0868

大阪府茨木市沢良宜西1-113-13

072-635-1093

【飲食業】飲食店

焼肉料理

木曜日

17:00～L.O.21:00

298 4年食堂

〒 567-0868

茨木市沢良宜西1-16-13

080-7617-1354

https://4nensyokudo.st
【飲食業】飲食店
oreinfo.jp/

日替わり定食

不定休

11:30-14:30、17:00-22:00

299 季節のごはんカフェ satono

〒 567-0872

茨木市新中条町1番30号
VIERRA茨木新中条 1F

072-627-8222

https://satonocafe.com/

里山の四季を感じられる
地産地消カフェ

不定休

11:00～17:00

300 マツナガ電器

〒 567-0872

茨木市新中条町8-18

072-625-1313

http://www.matsunaga
【小売業】その他小売
-denki.net/

家電製品、家電修理、エ
アコンクリーニング他

毎週日曜日、第
9時~18時
三水曜日

〒 567-0872

大阪府茨木市新中条町１番
30号 ビエラ茨木新中条町1F

http://www.fukuchan.c
072-665-8508 o.jp/brand_menya/men 【飲食業】飲食店
ya.htm

〒 567-0872

茨木市新中条町11-20

072-631-7270

〒 567-0873

茨木市小川町1-5 1F

304 キリン堂茨木小川店

〒 567-0873

305 アピス薬局南茨木店

301

麺屋ふくちぁん ビエラ茨木
店

【飲食業】飲食店

本格的な鶏白湯スープ
と、博多豚骨スープのラー
毎週月曜日
メン店です。是非お越しく
ださい！

11：00～15：00 17：00～
23：00

【小売業】医薬品・化粧品・ド 薬・医療機器・サプリ・介
ラッグストア
護用品等

水曜不定休・日
曜・祝日

<月・火・金>9:00-19:30 <
木>9:00-17:00 <土>9:0013:00

072-665-5995

【小売業】飲食料品

水曜日

10:30-19:30

茨木市小川町8-28

072-645-4460

【小売業】医薬品・化粧品・ド 医薬品 健康食品 化粧
ラッグストア
品 日用雑貨 食品

なし

9:00~21:45

〒 567-0876

茨木市天王２－６－７エル
ディ南茨木NO.11 1階

https://www.apis.co.jp/
毎週日・祝、お <月・火・木・金>9:00【医療・福祉】医院・歯医者・ 医薬品、介護用品等の販
072-645-6601 _legacy/stores/minami
盆・年末年始（不 19:30<水>9:00-18:00<土
クリニック・接骨院など
売、処方せん調剤
ibaraki
定休）
>9:00-14:00

〒 567-0876

大阪府茨木市天王2-5-10 阪
急グリーンプラザ1F

072-622-5846 http://ryuhei.x0.com/

【小売業】飲食料品

307 まる薬局

〒 567-0876

茨木市天王2-10-24

072-631-0218

【小売業】医薬品・化粧品・ド
調剤薬局
ラッグストア

木 日

月－金 9：00～20：00 土
9：00～14：00

308 養老乃瀧南茨木店

〒 567-0876

茨木市天王2-5-10

072-621-1651

【飲食業】飲食店

日曜日

17：00～23：30

309 かどや酒店

〒 567-0878

大阪府茨木市蔵垣内3-1816

072-625-0787

https://kadoyasake.co
【小売業】飲食料品
m/

310 Dog Salon ウィンクル

〒 567-0881

大阪府茨木市上中条1丁目6
番25号西山ビル1F

072-624-9480

https://r.goope.jp/winkl 【サービス業】その他サービ
犬の美容・ホテル・物販
e
ス業

311 Aroma & Nail Fuwalink

〒 567-0882

茨木市元町3-32 山崎マン
ション15-105号室

080-4803-2894 https://fuwalink.com/

【サービス業】その他サービ アロマ施術、ジェルネイル リラクは不定休
9:30～20:00
ス業
など
ネイルは日曜日

312 御食事処月時

〒 567-0882

茨木市元町5-7-4大弘元町
ハイツ102号

072-626-2450

【小売業】飲食料品

313 オプト井上

〒 567-0882

茨木市元町2-22 西田ビル１
F

314 割烹片桐

〒 567-0882

茨木市元町6-3

302 わかほ薬局

303

306

キャリエールヒデトワ プラ
ス

ベーカーハウスリュウヘイ南
茨木店

https://tomitokuph.com/

洋菓子 ケーキ 焼菓子

パン、調理パン、ドリンク、
なし
蜂蜜、ジャム

居酒屋

各地の日本酒・本格焼酎・ 毎週月曜祝日・
ワイン・クラフトビールなど 月二回不定休

毎週月曜日

〈月～土〉6:30～19:30、
〈日・祝〉6:30～19:00

（火～金）13:00～18:00
（土）10:30～18:00（日）
10:30～15:00
9:00～18:00

鮮魚中心の居酒屋

日曜日

11:30～14:00,17:00～2200

https://www.icatch.city.ibaraki.osaka.
072-621-2525 jp/cgi【小売業】衣料・身の回り品
bin/recruit.php/1/detai
l/645

メガネ・補聴器・杖・ショッ
ピングカート

日曜日

10：00～19：00

072-626-2722

全ての商品

火曜日

11:00～15:00/17:00～
21:00

【飲食業】飲食店
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(郵便番号順)
令和4年1月17日時点

No.

店舗・屋号の名称

店舗の所在地

電話番号

HP

主な業種

取扱商品・サービス

定休日

営業時間

コーヒー
オランダパンケーキ
生ビール

月・火・祝

水木日11:3015:00LO/16:00 金土
16:00-20:00LO/22:00

【小売業】衣料・身の回り品

学生服 婦人服

毎週日

9:30~18:30

072-631-6082

【飲食業】飲食店

各種カレー
レトルトなど多数

１月 １日

11:00~24:00

大阪府茨木市元町3-36

072-622-0310

【小売業】その他小売

生地、手芸用品、バッチ
ワーク用品

日曜日

10:00～18:00

〒 567-0882

茨木市元町3-1

072-665-8858

【飲食業】飲食店

スタンディングバルです。

毎週日曜日 祝
16:00～23:00
日不定休

320 寺田商店

〒 567-0882

大阪府茨木市元町2-26

072-622-4272

【小売業】衣料・身の回り品

傘、雨合羽、サンダル、介
毎週日曜日
護シューズ、提灯

9:00～18:00

321 肉の美乃幸 薮田店

〒 567-0882

大阪府茨木市元町8-17 本町
センター内

072-627-5729

【小売業】飲食料品

国産の牛肉と豚肉を中心
毎週日曜日
に販売を行っております。

＜月－土＞9：30～18：30

322 ハーモニー

〒 567-0882

茨木市元町3-5

072-620-6463

【医療・福祉】社会福祉・介護 喫茶店ではカレー 手作り
土・日・祝日
事業
の焼き菓子を販売。

323 ピュア元町店

〒 567-0882

茨木市元町1-23

072-622-1008

【小売業】衣料・身の回り品

324 フードネットマート茨木店

〒 567-0882

大阪府茨木市元町8－1

072-665-4567 https//fnm.co.jp

食料品全般
【小売業】小規模スーパー・
・加工食品 ・菓子 ・飲 年中無休 （正月
9：00～20：00
ディスカウントストア
料
1日～3日のみ）
・生鮮食糧品 ・酒

325 ふなさだ

〒 567-0882

茨木市元町6-38

072-624-4961

【小売業】飲食料品

炭火焼うなぎ、川魚、鮮魚

日曜日祝日、
時々水曜日

10:00～16:30

326 フルーツパーラー森田

〒 567-0882

大阪府茨木市元町1-17 シェ
ルエメール1階１号

072-627-5155

https://fruitsmorita.jp/

【小売業】飲食料品

フルーツサンド、ジュー
ス、果実、パフェ

月曜日

11：00～17：00

327 マツモト・ミシン

〒 567-0882

大阪府茨木市元町2-13

072-624-3938

https://www.matsumot
【小売業】その他小売
o-m.co.jp/index.html

毎週水曜定休
ミシンおよびミシン用品の
（他、年末休暇あ 09：30～18：30
販売
り）

328 メガネ・時計の白金堂

〒 567-0882

大阪府茨木市元町１－１０

072-622-4670

http://www.hakkindo.ne
【小売業】その他小売
t

メガネ・時計・補聴器の販 毎週火曜日 第
10:00～18:00
売・修理・調整
３木曜日

329 山口紅葉堂北店

〒 567-0882

茨木市元町３-４

072-622-2848

【小売業】衣料・身の回り品

紳士、婦人肌着・タオル類
毎週火・日
ギフト品・子供服

10：00～18：00

330 山口紅葉堂本店

〒 567-0882

茨木市元町２-１７

072-622-2010

【小売業】衣料・身の回り品

編み物講習など

毎週火曜日

10:15～18:45

331 山崎屋

〒 567-0882

茨木市元町8-17

072-624-1407

日曜日、祝日

〈月ー土〉10:00～18:00

332 LIB(リブ)

〒 567-0882

茨木市元町2-11

072-621-0739

333 馬人

〒 567-0883

334 （株）堀廣旭堂

315 カフェレカ

〒 567-0882

茨木市元町１－２３

316 株式会社 清田商店

〒 567-0882

大阪府 茨木市 元町 ７－７ 072-622-2109

〒 567-0882

大阪府茨木市元町2-9 フ
レックス102

318 コットンショップ浜

〒 567-0882

319 STOMP SKUNK

317

335

カレーハウスCoco壱番屋阪
急茨木市駅前店

ジョニーのからあげ茨木神
社前店

336 つじせ玩具店

072-602-0219

//www.facebook.com/
【飲食業】飲食店
CafeLekker

http://yamazakiya
konbu.com

婦人服 マックスマーラ、
トピーズ他多数

【小売業】小規模スーパー・
昆布、鰹節、佃煮販売
ディスカウントストア

毎週日曜日

10:00～16:00

10:00～19:00

【サービス業】理・美容

オージュア・ミヤビナ取扱 毎週月曜日・第
9:00～18:00
店
1、第3月火連休

茨木市大手町1-4ユーエスハ
072-622-9551
イツ1階

【飲食業】飲食店

馬刺し、馬焼肉、お酒

毎週月曜日

17:00～24:00

〒 567-0883

大阪府茨木市大手町4-19

072-622-2039

【小売業】その他小売

書籍・文具

日曜・祝日

9:00～19:00

〒 567-0883

大手町10-22

072-625-4421

【飲食業】飲食店

からあげ、弁当、定食、居
酒屋メニュー
不定休
テイクアウト、店内どちら
でもご利用頂けます。

10:00～14:00 / 17:00～
22:00 鶏肉売り切れ次第
終了

〒 567-0883

茨木市大手町１２－３３

072-622-2337

おもちゃ、ゲーム、フィギュ
毎週火曜日
ア、カード

9:30~19:00

モーニング営業あり
テイクアウト、イートインど
ちらも
可能なコーヒーショップで 不定休
す。
フード、デザートもありま
す。

<平日>8:00~20:00<土日
>10:00~20:00

http://www.rakuten.co.j
【小売業】その他小売
p/tsujise/

337 NO COFFEE NO WORKEE

〒 567-0883

茨木市大手町9-21

072-665-6102

【小売業】飲食料品

338 リボーンスミス

〒 567-0883

https://rebornsmithibar
靴・鞄・革ジャケットなど皮
茨木市大手町１－２ 奥村マン
072-645-7500 aki.on.omisenomikata.jp 【サービス業】クリーニング業 革製品の修理＆クリーニ 毎週火曜日
ション１階
/
ング

339 ドコモショップ茨木新庄店

〒 567-0884

大阪府茨木市新庄町1-15リ
ヨン茨木1Ｆ

072-626-3030 //www.amoffice.co.jp

【小売業】その他小売

340 スバル薬局

〒 567-0885

茨木市東中条町3番34号

072-621-1919

【小売業】医薬品・化粧品・ド
調剤薬局
ラッグストア

341 こどもとmanabo

〒 567-0886

大阪府茨木市下中条町7-8

070-8387-2805

342 たたらば珈琲 Torte

〒 567-0886

大阪府茨木市西中条町７－２
http://www.tatarabacof
072-647-7914
【小売業】飲食料品
４ 山中ビル101
fee.jp

ご不明点やご質問など､お
気軽にお問い合わせくださ 第３水曜日
い。

http://manabospace.co 【サービス業】その他サービ 一時保育付きの貸しサロ
m
ス業
ンやワークスペース
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10：00～18：00

10：00/19：00

日曜日、祝日

＜月、水、金＞9：00～17：
30 ＜火、木＞9：00～19：
00 ＜土＞9：00～13：00

金?日?祝

〈月～木?土〉9:00～18:30/
一時保育は～15:00

コーヒー豆、コーヒー、サ
毎週水、木曜日 10:00~19:00
ンドイッチなど

エール茨木プレミアム付商品券 取扱店舗一覧

(郵便番号順)
令和4年1月17日時点

No.

343

店舗・屋号の名称

手作り果実酒のお店 時優
区

店舗の所在地

電話番号

HP

072-646-5263

主な業種

営業時間

毎週月曜・第一
日曜日

火－金18:00-24:00 土
18:00-24:00 日14:0020:00

不定休

9:00～21:00

茨木市下中条町4-15

344 やすらぎ整体堂

〒 567-0886

https://beauty.hotpepp
茨木市下中条町3-7 シャトー
【サービス業】その他サービ
080-6064-1765 er.jp/kr/slnH00047414
タイマッサージ
春日第２マンション102
ス業
2/

345 カフェ ぶいえいと

〒 567-0887

茨木市西中条町1-1

072-625-9526

【飲食業】飲食店

喫茶、軽食、定食、テイク
年始
アウト

7:00～21:00

346 郷土料理 九州

〒 567-0887

大阪府茨木市西中条町1-1
ハタセビル1階

072-625-2989

【飲食業】飲食店

九州沖縄の料理、いろい
ろ取り揃えてます。

毎日曜日

17:00～23:00

【飲食業】飲食店

大衆焼肉

不定休

12時から22時

【サービス業】理・美容

美容室

毎週月曜、第２・ 〈受付時間〉10:00～19:00
３火曜
（木曜のみ10:00～18:30）

＜日～木＞ランチ11：00
～14：00（ラストオーダー
13：30）ディナー17：00～
22：00（ラストオーダー21：
30）＜金、土、祝日前＞ラ
ンチ11：00～14：00（ラスト
オーダー13：30）ディナー
17：00～23：00（ラストオー
ダー22：30）

〈日ー木〉１６時～２３時
〈金、土、祝前〉１６時～２
４時

さすらいのカンテキ まる酒
場

〒 567-0887

大阪府茨木市西中条町7-24

072-697-9117

348

DECCA-SOUL（デッカソウ
ル）JR茨木

〒 567-0887

大阪府茨木市西中条町5-16

072-622-6620

https://www.deccasalon.com/

軽食・アルコールドリンク

定休日

〒 567-0886

347

【飲食業】飲食店

取扱商品・サービス

349 肉バル GABUTTO茨木店

〒 567-0887

茨木市西中条町1-1ハタセVi
ビル1F

072-625-1129

【飲食業】飲食店

JR茨木駅東口徒歩30
秒！
酒のやまやと阪急オアシ
スのあいだのビルです。
厳選黒毛牛とワインが 年中無休（年末
リーズナブルな価格でお 年始は除く）
楽しみいただけるお店で
す。 大阪府認証ゴールド
ステッカー取得。感染症対
策強化中。

350 ハッケン酒場JR茨木駅前店

〒 567-0887

大阪府茨木市西中条町3－1
中条プレイス1F

072-631-1650

【飲食業】飲食店

炭火焼焼き鳥

351 ファニービー茨木店

〒 567-0887

大阪府茨木市西中条町1-1
ハタセviビル3階

072-645-1107

【サービス業】その他サービ 化粧品 ボディトリートメン
日曜日
ス業
ト

月曜日～金曜日 11時～
20時 土曜日10時～18
時

352 やまやJR茨木駅前店

〒 567-0887

大阪府 茨木市 西中条町１－
２８

072-631-0700

【小売業】小規模スーパー・
酒 食品
ディスカウントストア

10時から22時

353 あほや茨木駅前店

〒 567-0888

大阪府茨木市駅前1-10-8

072-621-7534

【飲食業】飲食店

354 オギス歯科医院

〒 567-0888

茨木市駅前1-3-16エスタ茨
木1F

072-623-2769

【医療・福祉】医院・歯医者・
歯科治療
クリニック・接骨院など

土午後 日祝

355 髪結い石川屋

〒 567-0888

大阪府茨木市駅前1ー4ー4

072-625-2193

【サービス業】理・美容

理容業

月曜日、第二第
9:00～19:00
三火曜日

〒 567-0888

茨木市駅前3-10-13

072-646-0555

【小売業】飲食料品

生鮮＆業務用食品スー
パー

1月1日～1月4日 9:00～21:30

357 浅沼食品 こっこ家

〒 567-0888

茨木市駅前４－６－７

072-621-8839

【小売業】飲食料品

ランチ各種
ラーメン
鶏の唐揚げ
弁当・餃子

土日祝日

358 スズラン薬局

〒 567-0888

茨木市駅前１－６－２７－１０
２

072-627-2007

359 Trill

〒 567-0888

茨木市駅前4-7-17

072-622-6387

356

業務スーパーTAKENOKO茨
木市役所前店

https://sataketakenoko.co.jp

元日

なし

たこ焼きテイクアウト専門
木曜日
店

https://www.suzuranph 【小売業】医薬品・化粧品・ド 保険調剤・一般用医薬品
日曜日・祝日
armacy.com/
ラッグストア
等販売
【飲食業】飲食店

喫茶、軽食

（水）（土）（祝）

11:30～21:00

〈月ー土〉9：00～13：00
〈月ー金〉15：00～20：00

月―金11:00～14:00／月
火木金17:30～20:00

＜平日＞9:00~19:30 ＊
木曜日は13:00~15:30閉局
＜土＞9:00～12:30 ＜
日・祝＞休み
8:00~16:00

360 花ふうせん

〒 567-0888

茨木市駅前2-6-25

072-657-8311

https://hanahuusen.co
【小売業】その他小売
m/

花束、フラワーアレンジメ
ント、バルーンアレンジメン 火曜日
ト

361 バル タナハシ

〒 567-0888

茨木市駅前1-4-3 谷鶴茨木
駅前ビル1F

072-625-6529

https://r.gnavi.co.jp/kb
【飲食業】飲食店
t3700/

フランス料理とワインが楽
日、月曜日
しめるバル。

(火ー金)12:00～
13:30/18:00～
23:00(土)18:00～23:00

362 ホテルクレストディオ

〒 567-0888

大阪府茨木市駅前１－３－２

http://www.hotel【サービス業】旅館・ホテル
072-620-1010 crest.co.jp/crest_dio/in
業
dex.html

駅より1分。全室シモンズ
製ベッドを採用。

なし

24時間営業

363 まいぷれ茨木市

〒 567-0888

茨木市駅前4-2-31

https://ibaraki【サービス業】その他サービ インターネット広告、健康
072-628-8659 osaka.mypl.net/shop/0
ス業
用品販売
0000353971/

不定休

不定休

364 洋風居酒屋 晴れ屋

〒 567-0888

茨木市駅前一丁目４番６号ソ
アラビル１F

072-623-7700

【飲食業】飲食店

生ビールハイボール酎ハ
イ日本酒各種
日曜祝日
新鮮なお造りに当店名物
カツサンド

月ー土 17:30-23:00

365 和季あいあい

〒 567-0888

茨木市駅前3-5-26

070-5043-9135

【飲食業】飲食店

四季折々の食材で、
ゆったりとした
お料理と時間を
お楽しみ頂けます。

17時～22時
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不定休

11:30～18:00/土日祝
11:30～15:30

エール茨木プレミアム付商品券 取扱店舗一覧

(郵便番号順)
令和4年1月17日時点

No.

店舗・屋号の名称

店舗の所在地

電話番号

HP

https://osoujihonpoibaraki.jp/

主な業種

取扱商品・サービス

定休日

営業時間

【サービス業】クリーニング業

エアコンクリーニング ハ
ウスクリーニング

不定休

9時ー18時

【飲食業】飲食店

茨木の自然食カフェ

日曜・祝日

11:00～16:00

366 おそうじ本舗茨木市駅前店

〒 567-0891

茨木市水尾1-17-3

072-637-2675

367 BONOcafe

〒 567-0891

大阪府茨木市水尾２丁目１４
－３５

072-632-5124 http://bonocafe.net/

368 麺屋ふくちぁん 茨木店

〒 567-0891

茨木市水尾1丁目1-13

http://www.fukuchan.c
072-634-8310 o.jp/brand_menya/men 【飲食業】飲食店
ya.htm

本格博多豚骨ラーメンの
お店です。替玉は2玉まで 不定休
無料！ぜひお試し下さい。

11：00～24：00

369 やまや茨木水尾店

〒 567-0891

大阪府茨木市水尾1-16-4

072-636-8850

【小売業】その他小売

酒類、食品類の販売

不定休

10:00～21:00

370 ランチハウス若園店

〒 567-0894

大阪府茨木市若園町5-6107

072-632-2791

【小売業】飲食料品

お弁当、丼ぶり物等

日曜?祝日

10:00~20:15

371 Alice

〒 567-0895

茨木市玉櫛２丁目27-8ハイツ
072-633-2555
杉本106

【飲食業】飲食店

テイクアウトメインの、ソフ
毎週水曜日・第
トクリームとドリンクのお店
１・第３日曜日
です

372 医療法人朝田歯科

〒 567-0895

茨木市玉櫛2-29-20 サンハ
イム玉櫛1階

072-632-8841

373 シマダ酒店

〒 567-0895

大阪府茨木市玉櫛２－１２－
８

072-634-1635

374 焼肉薩摩

〒 567-0895

茨木市玉櫛2-22-16

072-633-1523

375 富国石油茨木桑原店

〒 568-0094

茨木市桑原42-2

072-643-3251

【小売業】その他小売

376 オーミナミ 本店

〒 568-0095

茨木市佐保198-1

072-649-3987

http://www.ominami.co.
【小売業】その他小売
jp/

https://asadadental.doctorsfile.jp/

月ー金9:30～13:00/15:00
【医療・福祉】医院・歯医者・ 保険診療・自由診療・物品 水曜 日曜 祝
～19:00 土9:30～
クリニック・接骨院など
販売
日 土曜（月1回）
13:00/14:00～18:00
【小売業】飲食料品

https://yakinikusatsum
【飲食業】飲食店
a.com
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10:00～18:00

酒類・米

毎週月曜日

９時から２０時 月曜定休
日

精肉販売。焼肉店。オンラ
月曜日
インショップ

精肉販売9：00～20：00
レストラン＜火ー金＞17：
00から21：00<土日祝＞
16：00～21：00

ガソリン・軽油・灯油、洗車
１月 １日
など

7:00～21:00

『自転車・バイクのことなら
日曜・祝日 年末
オーミナミ』全力営業中で
9:00~19:00
年始
す！

