




施　設　名 業　　種 住　　所 電 話 番 号

あじ処 なる
八尾店 飲食業

八尾市東本町３－８－１３ ☎０７２－９２２－２０８５

会員
特典

チュウハイ・カクテル・果実酒、グラスワイン、各種サラダ、
半額。

うどん山川
八尾店 飲食業

八尾市沼４－３７ ☎０７２－９７１－１０７０

会員
特典 飲食代より 10％割引

うなぎづくし
ごかせ川 飲食店（鰻）

八尾市太田新町５－１１４ ☎０７２－９４９－９２４６

会員
特典 うまき、うざく、肝焼のうちいずれか一品をサービス

お食事処
三喜屋

飲食店
（うどん、そば、
おでん、たこやき、
かき氷、タバコ）

八尾市南亀井町２－４－７ ☎０７２－９２２－３０２７

会員
特典 うどん・そば代金 50 円引き

オッキャーリオガ
Ｏｃｃｈｉａｌｉ Ｏｇａ イタリア料理

八尾市山本町南 1 － 8 － 21 ☎０７２－９９８－３２３２

会員
特典

パーティプラン（飲み放題付）
＠ 5,000 円を 4,000 円に（要予約・４名様以上）

カフェ・ド バリアン 喫茶店

八尾市曙川東１丁目３ ☎０７２－９９９－９９４１

会員
特典

ランチタイム（12：00 ～ 14：00）に、ランチセット 850
円にてご提供

カフェ ブルボン 飲食店

八尾市山本町２―４―２０ ☎０７２－９９１－３４００

会員
特典 ランチに限り５０円引き

カフェ・ポラリス カフェ

八尾市春日町４－２－２９ ☎０７２－９８３－６１２５

会員
特典

午後 2 時 30 分以降にご来店のお客様にプチデザートをプレ
ゼント。

カルデイ－ズクラブ
コーヒー八尾店 コーヒー店

八尾市北本町２－１－１０５ペントプラザドリームパス内 ☎０７２－９９６－７７４７

会員
特典 コーヒー豆 200 ｇ以上のお買い上げの方、２割引

喫茶　山荘 喫茶・軽食

八尾市中田 3 － 39 － 1 ☎０７２－９９３－４２８２

会員
特典 ご飲食代より１割引（会員のみ）

彩　膳 飲食業

八尾市跡部本町１－４－１６ ☎０７２－９９６－６７２３
／０１２０－１９０－５５２

会員
特典 ワンドリンクサービス

八尾市／飲食
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施　設　名 業　　種 住　　所 電 話 番 号

四季旬彩 正庵 和風居酒屋

八尾市本町７－１０－１３　スリジェＢ　１階北 ☎０７２－９２３－３７２２

会員
特典 御飲食代金より５％ＯＦＦ

酒楽家 かなと 飲食業

八尾市植松町５－６－７ ☎０７２－９４６－２５４６

会員
特典

飲食代 5％割引（上限 3,000 円迄）
コースの場合は利用不可

炭火焼肉　鶴兆
八尾店

飲食店 
（焼肉屋）

八尾市服部川１－８５ ☎０７２－９４０－１１２９

会員
特典 お食事代 10％ OFF（会計時女性会カード提示）

創楽 いちじく 飲食店

八尾市志紀町南３－１１５ ☎０７２－９４５－６０００

会員
特典 ファーストドリンクサービス（１杯・会員本人のみ）

立呑み処
よっちゃん 飲食業

八尾市山本町南 1 － 4 － 3

会員
特典

最初のオリジナル麦焼酎（100ml）
一杯￥260 を￥200 に（会員のみ）

中華彩宴
てんぺい 中華料理店

八尾市高安町南１－６７ ☎０７２－９９７－３２３０

会員
特典 夜のお食事代合計金額の 10％割引

ドッグカフェ
cocohare ドッグカフェ

八尾市萱振町 2 － 155 － 1 ☎０７２－９７５－５２２１

会員
特典

ランチとドリンクセットで 100 円引き
デザートとドリンクセットで 50 円引き

とんかつ工房
やまもと 飲食業

八尾市東本町３－８－２８ ☎０７２－９２２－０３８０

会員
特典

1,000 円以上の定食について 100 円値引き。
（但し、ランチは除く）

錦わらい
八尾店 お好み焼き

八尾市山賀町２－３５－１ ☎０７２－９４０－６６０１

会員
特典

やきそば半額　（テイクアウト不可）
＊八尾店のみ　＊会員カードの枚数のみ

日本料理 天山 飲食店

八尾市永畑町１－２－４０ ☎０７２－９９１－６６７７

会員
特典 少人数からの宴会で食後のコーヒー１杯

日本料理・鍋料理
おおはた 日本料理店

八尾市恩智北町３－５３ ☎０７２－９４１－６４６７

会員
特典

平日（火～金）４名以上の会席コース料理予約で、
飲食料５％割引（会員カード所持の方限定）

八尾市／飲食
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八尾市／飲食

八尾市／お買い物

施　設　名 業　　種 住　　所 電 話 番 号

PASSION 喫茶レストラン

八尾市中田２－４０５－１０５ ☎０７２－９２５－２１２９

会員
特典 ランチに限り５０円引き

PICA PICA café&bakery

八尾市空港１－１４６－２ ☎０７２－９９７－７４７５

会員
特典

ランチドリンクセット￥1,000 に限り
当店ポイント通常３個を今回４個サービス

フランス料理
ボンシィク 飲食業

八尾市久宝寺６－６－６６　ニットービル 1F ☎０７２－９２４－２１３１

会員
特典 食前酒サービス

美　吉 飲食店

八尾市跡部本町１－１－３７ ☎０７２－９９４－９６９６

会員
特典 会員様、食後のコーヒー or 紅茶を１杯サービス

焼肉工房 みなと 飲食業（焼肉屋）

八尾市西弓削 1 － 1 － 5 ☎０７２－９２０－２９８９

会員
特典 【会員様のみ】 ソフトドリンク１杯サービス

焼肉・ホルモンの店
つねちゃん 飲食業

八尾市山本町１－６－３ ☎０７２－９９２－４１２９

会員
特典 ワンドリンクサービス

れすとらん 高砂 飲食業

八尾市南太子堂１－１－４７ ☎０７２－９２２－３３７４

会員
特典

定食につき１ソフトドリンクサービス
（日替ランチから本格会席料理まで。
大小宴会、御予約承ります）

施　設　名 業　　種 住　　所 電 話 番 号

稲田園芸 園芸店
八尾市南本町 4 － 2 － 16 ☎０７２－９９３－５１７８

会員
特典

２，０００円以上お買い上げの方に１００円のお花の土
一袋さしあげます。

オートプラザ
ニシミネ

バイク・自動車・
自転車

販売修理

八尾市恩智中町３丁目１５３ ☎０７２－９４３－７１５２

会員
特典

電動アシスト自転車（ヤマハ・パナソニック・ブリジストン）
お買い上げ時に、当店通常売価からさらに、2,000 円値引き

大阪マツダ販売（株）
八尾店

自動車
販売 ・修理

八尾市南植松町４－８ ☎０７２－９９３－８５７１

会員
特典 新車成約特典：純正オプション３０, ０００円分プレゼント

㈱つじい バイク、電動自転車
販売、修理

八尾市太田８－６４ ☎０７２－９４０－７２２０

会員
特典 バイク購入時　U 字ロックプレゼント
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施　設　名 業　　種 住　　所 電 話 番 号

㈱八光堂
仏具店

仏壇・仏具
販売

八尾市本町３－１－１７ ☎０７２－９９２－３０００

会員
特典 粗品進呈（チャッカマン）

くるり・清水園 生花店・
イチゴ農園

八尾市大竹 ８－１１０ ☎０７２－９４１－７０２７

会員
特典 5,000 円以上お買い上げの方へプレゼント有

光印堂 印鑑・表札

八尾市南小阪合町１－１－４ ☎０７２－９９８－５０７７

会員
特典 ５％割引

斉藤商店 たばこ小売

八尾市垣内２－９３ ☎０７２－９４１－６１５６

会員
特典 １カートン購入でテｲッシュ１つ　ライター１つプレゼント

坂上和酒店 たばこ
 食品販売

八尾市黒谷６－１６５ ☎０７２－９４１－７１１６

会員
特典 たばこカートンでの購入で粗品プレゼント

笹倉薬店
薬、タバコ、

日用品、化粧品、
切手、印紙、ハガキ

八尾市南木の本７－２１３ ☎０７２－９９３－２４８７

会員
特典

当店専用ポイントカード進呈
定休日　日祝日　　営業時間　10：00 ～ 18：30

志紀ファミリー内
石橋青果店 青果店

八尾市志紀町２丁目１７８ ☎０７２－９４８－４４５８

会員
特典 毎週 火 曜日　５％割引

シバタ洋装店 婦人服

八尾市北本町２－８－１（北本町郵便局向い） ☎０７２－９２２－０１５３

会員
特典 ２０％割引

紳士服はるやま
八尾店 紳士服販売

八尾市萱振町２－１３６－１ ☎０７２－９９９－１１２９

会員
特典 割引優待１０％オフ

堤 たばこ店 たばこ販売

八尾市若林町３－１５６ ☎０７２－９４８－１７５３

会員
特典 たばこ、カートンでの購入で粗品プレゼント

手作り弁当とお惣菜の店
玄海亭 お弁当仕出し

八尾市太田７－４９－３　ラークハイツ１Ｆ ☎０７２－９１５－２８０１

会員
特典

500 円以上のお弁当１個につき　お茶缶（小）１本進呈
営業時間　火～金 11：00 ～ 14：00 18：00 ～ 20：00
土 11：00 ～ 14：00
休日　日・月曜日　臨時休業あり

八尾市／お買い物
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施　設　名 業　　種 住　　所 電 話 番 号

パティスリーイグレック
オガワ ケーキ屋

八尾市東山本町１－９－９ ☎０７２－９２３－５２６８

会員
特典 １割引

パティスリー・リョウ 洋菓子

八尾市龍華町２－１－２０－１０６ ☎０７２－９９９－４７１７

会員
特典 お買い上げより５％引き

姫野工作所 鍋工房
（手作鍋）

八尾市太田１－１１ ☎０７２－９４９－５１７４

会員
特典 ５％割引

フジオカ 婦人・紳士服

八尾市山本町南３－３－１０ ☎０７２－９２２－１１３７

会員
特典 １０％割引（特価品除く）

フラワーショップ
花真 花屋

八尾市東山本町 1 － 8 － 7　ループ 1 番館 ☎０７２－９２４－８７１９

会員
特典 4,000 円以上お買上げの方に、粗品プレゼント

三谷園芸 園芸

八尾市沼２－８０－１ ☎０７２－９４８－８８２０

会員
特典

鉢物 10％ＯＦＦ
定休日　木曜日

メガネの三城
八尾店 メガネ販売

八尾市萱振町３－４３－６ ☎０７２－９９６－６６６１

会員
特典

割引優待 10％ＯＦＦ
（セール品除く）

MOTOR　SPORTS 
（有）山下オート販売

新車・中古車
販売、整備

八尾市南亀井町１－３－４７ ☎０７２－９９２－６３２７

会員
特典

バイク新車購入特典
Ｕ字ロックプレゼント・オイル交換初回無料

八尾井フルーツ 青果店

八尾市志紀町１－１６６ ☎０７２－９４９－１０５７

会員
特典

3,000 円以上のお買い物で５％割引
贈答・お見舞い・お供え　ご相談ください！

（定休日　毎週月曜日）

やおもく 本館 家具インテリア
販売

八尾市光南町 2 － 41 ☎０７２－９２２－０００１

会員
特典

送料半額（当社指定地域に限ります。その他の地域は￥1,080
のお値引）
リラックスフォームクッション￥2,160 →￥1,000 にてご提供
該当商品のご成約でメンテナンスキットプレゼント
やおもく本館　・キッズ館　・ベッド館　・プレミアム館
全館共通

八尾市／お買い物
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施　設　名 業　　種 住　　所 電 話 番 号

有限会社
増井ふとん店

いい眠りと介護の
相談室枕工房

ふとん・福祉用具
レンタル販売

八尾市山本高安町２－１２－９ ☎０７２－９２２－３０９０

会員
特典

あなたにぴったりの枕（オーダー枕）をお作りされた方
1,000 円割引

Ｌａｄｙ ' ｓ ＣＯＣＯ
（レディス．ココ）

婦人服・
その他婦人用雑貨販売

八尾市植松町５－７－１ ☎０７２－９７０－５３１０

会員
特典

営業時間 /10 時～ 18 時　定休日 / 火曜日
（粗品進呈）

施　設　名 業　　種 住　　所 電 話 番 号

岡本スタジオ 写真撮影業

八尾市山本町１－８－２７ ☎０１２０－８８－３７６６

会員
特典

記念写真撮影の方へお気に入りの１カットから中判サイズ
（12 × 16.7 センチ）プリントをプレゼントさせて頂きます。
（4,400 円相当）
撮影料金１ポーズ 22,000 円～は別途必要です。
無休ですが、ご予約を頂きますとスムーズです。
※他特典との併用不可。

㈱桜井商会 自動車
修理工場

八尾市南木の本７－９ ☎０７２－９９２－１４１４

会員
特典

車検時、整備費用の５％引き
定休日　日祝日・第二水曜日
営業時間　9：00 ～ 19：00

日和石油店 ガソリンスタンド

八尾市西山本町４－１５－１０ ☎０７２－９２３－０７９３

会員
特典 当店発行のポイントカードのポイント１つ

ひかり写真室 写真スタジオ

八尾市柏村町４－２９６－２ ☎０７２－９２９－８１２４

会員
特典

記念写真の撮影料金を 1,000 円引き
＊他のサービスとの併用不可

八尾グランドホテル ホテル・温泉
健康ランド

八尾市八尾木北５－１０１ ☎０７２－９９４－３５９１

会員
特典 入館割引５００円

八尾自動車教習所 自動車教習所

八尾市高安町南７－２１ ☎０７２－９９９－１２３４

会員
特典

会員及びその家族様　普通車コース　5,000 円割引
二輪車コース　3,000 円割引

Ｆｏｌｋ Ａｒｔ Ｈｏｕｓｅ
ＣＯＷＢＥＬＬ

ﾄｰﾙ＆ﾃﾞｺﾗﾃｨﾌﾞ
ﾍﾟｲﾝﾃｨﾝｸﾞ教室

八尾市太田５－１８３ ☎０９０－８２３４－２２９８

会員
特典

入会費無料    教室開催日　毎週　火　木　金曜日
10：00 ～ 12：00　　12：45 ～ 14：45

八尾市／お買い物

八尾市／その他
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八尾市／その他

柏原市／飲食

施　設　名 業　　種 住　　所 電 話 番 号

八尾市文化会館
プリズムホール 劇場

八尾市光町 2 － 40 ☎０７２－９２４－５１１２

会員
特典 公演別の女性会向け割引斡旋

施　設　名 業　　種 住　　所 電 話 番 号

うどん山川
国分店 飲食業

柏原市国分西２－１－２５ ☎０７２－９７６－１６６１

会員
特典 飲食代より 10％割引

喜　船 寿司・割烹

柏原市清州２ー３ー２１ ☎０７２－９７３－２３２８

会員
特典 飲食代 5％割引

サンヒル柏原
柏原大食堂 飲食業

柏原市安堂町 115 － 1 ☎０７２－９７０－３０５０

会員
特典

10 名様以上の飲食利用のお客様に限り、
カラオケ 2 時間無料サービス（平日に限ります）

シャロンレストラン
柏原店 飲食業

柏原市本郷 4 － 67 － 1 ☎０７２－９７１－２９２９

会員
特典

飲食の際　無料ドリンク券プレゼント
会員含む 5 名まで

炭火焼ダイニング
３６９ 焼鳥

柏原市国分本町 2 －２－１ ☎０７２－９４６－０３６９

会員
特典 会員一名で１グループ 10％オフ

創作料理 膳所 飲食業

柏原市国分西２－２－２８ ☎０７２－９７６－０４８５

会員
特典 会員様　夜のみ 500 円金券プレゼント

大　　峯 飲　食
【居酒屋】

柏原市国分本町 2 －７－１２ ☎０７２－９７７－２５５５

会員
特典 会員様、１ドリンクサービス

C ｉａｏ（チャオ） パスタ＆ピザ

柏原市法善寺４－２－２７グランドール１Ｆ ☎０７２－９１５－３７１２

会員
特典 ディナーセットご注文の場合ワンドリンクサービス

ちゃんこ 三賀 飲食店

柏原市本郷３－４－５ ☎０７２－９７２－０２１４

会員
特典 ソフトドリンク　一杯無料（会員のみ）

中華料理 まるよし 飲食店

柏原市大県 2 － 5 － 10 ☎０７２－９７２－３１９５

会員
特典 飲食代５％割引　会員様含む５名まで
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施　設　名 業　　種 住　　所 電 話 番 号

焼鳥のあじもり 焼鳥

柏原市国分西 1 －１－６ ☎０７２－９７７－９４０1

会員
特典 会員様ワンドリンクサービス。

施　設　名 業　　種 住　　所 電 話 番 号

アンジュ・ブラン ケーキ屋

柏原市法善寺４－２－２１ ☎０７２－９７３－１０１０

会員
特典 ５％割引

インテリア みやの インテリア
（ｶｰﾃﾝ・ｶｰﾍﾟｯﾄ）

柏原市法善寺４－１０－２７ ☎０７２－９７１－２７６１

会員
特典

別注カーテン　50％割引（一部対象外有り）
カーテンレール取付費無料

お菓子のてらもと 菓子小売業

柏原市国分本町１－１－１　ジョイフル国分１F ☎０７２－９７８－０３６６

会員
特典

ご進物用品 3,000 円以上お買い上げの方に 5％割引
（但し、長崎堂・凮月堂は除く）

オカモトガーデン 大型総合園芸店

柏原市大字雁多尾畑３８２０ ☎０７２－９７９－０９０６

会員
特典 草花 ･ 園芸用品一式 ･ 観葉植物､ 10% 割引

ｸﾞﾘ - ﾝﾊｳｽ ﾐﾅﾐﾉ 園芸

柏原市安堂町８５ ☎０７２－９７２－５４２５

会員
特典 ５％引き

田中自動車㈱
新車販売・
修理工場

ダイハツ協力店

柏原市本郷５－１９６－１ ☎０７２－９７１－０７２９

会員
特典

新車購入時　ボディーコーティング（45,000 円）相当無料
車検時　次回の法定点検基本料金無料

タマル 時計眼鏡
宝石補聴器

柏原市上市１－２－２　　アゼリア柏原１F ☎０７２－９７２－１６９０

会員
特典 10％割引　（一部除外あり）

ちどり パン屋

柏原市大県１－９－１７ ☎０７２－９７３－３５３３

会員
特典 ５％引き ただし当店ポイントカード付与の場合３％引き

西畑精肉店 食肉卸小売

柏原市古町２－１－２２ ☎０７２－９７２－１５７７

会員
特典 ５％割引

ヒロノサイクル 自転車・
バイク販売

柏原市法善寺４－１０－３５ ☎０７２－９７１－３２３２

会員
特典

①自転車（2 万円以上）新車購入時 1,000 円割引
②スクーター（バイク）購入時 当店指定のヘルメットを１つ進呈

柏原市／飲食

柏原市／お買い物
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施　設　名 業　　種 住　　所 電 話 番 号

フラワーショップ
花かのん フラワーショップ

柏原市国分本町 4 －１－２７ ☎０７２－９７６－２３７４

会員
特典 ポイント２倍（ただし、仏花、苗を除く）

フラワーショップ
花ノエル 花屋

柏原市法善寺 3 － 7 － 1 プチメゾンＨＯＺＥＮＪＩ　103 ☎０７２－９７１－４１８７

会員
特典 当店のポイントカードのポイント２倍

ブランシェ タカギ ケーキ製造、
販売・喫茶

柏原市国分西 1 －２－２６ ☎０７２－９７７－０３８７

会員
特典

ケーキ・ご進物 1,500 円以上お買い上げの（会員様）に
粗品進呈

マサミ薬局 薬局・薬店

柏原市法善寺１－１４－５ ☎０７２－９７１－５５９３

会員
特典 当店発行カードのサービスポイントを 20％増し

松本ぶどう園 ぶどう販売

柏原市古町 3 － 4 － 19 ☎０７２－９７３－３９７３

会員
特典 商品の１０％割引

美果園
（奥野 正） ぶどう小売店

柏原市東条（国道２５号線（株）ジェイテクト東側） ☎０７２－９７７－１９３６

会員
特典 ぶどう店頭価格５％引きその他割引あり

柏原市／お買い物

柏原市／その他

施　設　名 業　　種 住　　所 電 話 番 号

青谷ゴルフ ガーデン ゴルフ練習場

柏原市青谷１９５３－１ ☎０７２－９７８－７５５３

会員
特典

初心者 , 休眠ゴルファーの方
入会金 2,200 円で無料レッスン 4 回のところ女性会カード
提示で 5 回受講できます。（有効期間２か月間）
その上、４回達成いただいた方には 2,200 円のプリペイド
カードをプレゼント !!（実質無料）

柏原市観光
ぶどうセンター

柏原市大県４－１７－９ ☎０７２－９７１－８３０８

会員
特典 大人 1,100 円　小人 700 円　園児 500 円

からだケアの家 整骨院
柏原市大県３－６－２３ ☎０７２－９７３－７０２２

会員
特典 骨盤ベルト　当院販売価格 2,500 円⇒ 2,000 円

T　S　C メディカルエステ
柏原市旭ヶ丘 1 －１－３ ☎０７２－９７８－５５３７

会員
特典 会員様、まゆカットサービス

ナチュラ エステ
柏原市古町１－８－３１ ☎０９０－２３５０－７２９２

会員
特典

まつ毛エクステ　つけ放題　　　　３，８００円
全身リンパマッサージ６０分　　　３，０００円
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施　設　名 業　　種 住　　所 電 話 番 号

ネイルサロン　ミュー
Nailsaron Mew ネイルサロン

柏原市平野 1 － 12 － 14 － 1F ☎０７２－９８３－６００９

会員
特典

シンプルコース￥４，４８０（税別）
アートコース￥５，９８０（税別）
従来のマニキュアと違い１～２ヶ月もちます。
特典　キューテクルオイルプレゼント（￥1,000 相当）
営業時間 9 時～ 19 時 不定休　法善寺駅より東へ徒歩１分

わこう 療術院

柏原市平野１－８－６ ☎０９０－１１４７－９８１３

会員
特典

施術料　５％引
完全予約制のため御予約のうえ御来院下さい。
FAX：072-972-5884
E メール：h.s.wako@ezweb.ne.jp

柏原市／その他

松原市／飲食

施　設　名 業　　種 住　　所 電 話 番 号

喫茶とーく 喫茶店

松原市松ヶ丘 4 － 26 － 7 ☎０７２－３３６－５０００

会員
特典 会員様に限り、50 円割引

たけちゃん 油かすうどん
・中華そば

松原市阿保４－２－４ ☎０７２－３２１－１１２７

会員
特典

１枚のカードで本人含み４人様まで 50 円引き
【18 時より営業】

地産地消推進店
居酒屋 ゆいまぁる 飲食店

松原市阿保１－３－１２　塩野ビル１Ｆ ☎０９０－５０５５－２７９２

会員
特典 ナイト営業のみ ５％ＯＦＦ

地産地消推進店
串・割烹　たかはし 割烹

松原市阿保２－１２８－１４ ☎０７２－３３４－８３９８

会員
特典 生ビール又はソフトドリンクどちらか１杯サービス

地産地消推進店
創作揚げ物さんぽ 飲食店

松原市天美東８－４－２ ☎０７２－３３３－１３３８

会員
特典

ディナーコースで御来店の方にデザート串を１本サービス
・ディナータイム 17 時 30 分～ 22 時（ｵｰﾀﾞｰｽﾄｯﾌﾟ 21 時）
・月曜、祝日定休日（但し、日曜日が祝日の場合は営業）

地産地消推進店
そんちゃんや 沖縄料理店

松原市阿保１－２－４３ ☎０７２－３３２－０８５０

会員
特典 ご飲食代金合計より 10％割引　（ランチタイム除く）

地産地消推進店
まんまーる

焼肉・
しゃぶしゃぶ

松原市天美南３－１４－１１大和川マンション ☎０７２－３３７－２３３２

会員
特典

お一人様、2,000 円以上精算の方へ
沖縄ブルーシールアイスプレゼント

【 10 】



松原市／飲食

松原市／お買い物

施　設　名 業　　種 住　　所 電 話 番 号

地産地消推進店
ＬＩＶＥ＆ＢＡＲ　ＫＳ２ バー＆ランチ

松原市高見の里４－５－３６　コーエイパレス松原１Ｆ ☎０７２－３３２－７１１１

会員
特典

ワンドリンクサービス
（ランチタイムは、ソフトドリンクに限ります）
定休日　　不定休
営業時間　ランチタイム　11：30 ～ 15：00
バータイム　19：00 ～　（女性はチャージ無料）

中華料理　北京 飲食業
松原市天美我堂７－３－６ ☎０７２－３３２－２６６７

会員
特典

飲食代金より５％割引
定休日　日曜日・営業時間ＡＭ 11：00 ～ＰＭ 8：00

焼肉大黒屋 飲食店
松原市北新町１－２－９ ☎０７２－３２１－１５９８

会員
特典 ワンドリンクサービス　（ビンビールは不可）　

施　設　名 業　　種 住　　所 電 話 番 号

磯野自転車商会 自転車店
松原市三宅中４－１６－９ ☎０７２－３３１－２７９４

会員
特典 自転車（新車）購入時１０％ OFF

コスメティック
シバノ

資生堂・
カネボウ・
化粧品店

松原市天美東８－２－１ ☎０７２－３３１－１５４８

会員
特典

女性会会員証を提示いただいたお客様に５％引き
優待割引させていただきます。

清風園
菓子店

（ﾛｰﾙｹｰｷ､ ﾏﾄﾞﾚｰﾇ､
ﾊﾟｳﾝﾄﾞｹｰｷ販売）

松原市天美西１－１７－５ ☎０７２－３３１－５６１８

会員
特典

全商品 1,000 円毎に 50 円引き
（1,500 円の場合は 50 円引き、2,000 円の場合 100 円引き）

中瀬米穀店 米穀販売
松原市三宅中２－２－１２ ☎０７２－３３１－２９６５

会員
特典 商品代金 5,000 円以上お買上げで ５％割引

パティスリーチェルモ
松原店 洋菓子販売

松原市阿保５－１５－４ ☎０７２－３３７－２５４１

会員
特典

喫茶　ケーキセット　ドリンク 50 円引き（毎週月曜日）
生ケーキ 3,000 円以上お買上げの方に焼菓子プレゼント
＊ポイントカード・金券との併用は出来ません
＊下記の期間は対象外になります
　・毎月 25 日（12 月除く）のお客様感謝デー
　・12 月 23 ～ 25 日のクリスマス期間

ヒラツカ商事 きもの販売
その他

松原市一津屋５－９－３ ☎０７２－３３３－５６３０

会員
特典 優待割引あり

松原乗物センター 二輪車
販売・修理

松原市新堂３－３－２０ ☎０７２－３３１－２０７１

会員
特典 自転車のタイヤ点検・エアー調整無料
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施　設　名 業　　種 住　　所 電 話 番 号

カラオケ
つばさ カラオケ屋

松原市阿保４－１２－３　２Ｆ ☎０９０－１４４６－１８２８

会員
特典 初めて来店された方、ボトル￥500　　ＯＦＦ

おおがい
大海ゴルフセンター ゴルフ練習場

松原市三宅東１－１７５８ ☎０７２－３３３－５７００

会員
特典

打席練習場（73 打席）・パター場（天然芝９ホール）
いずれも入場料半額（100 円）

施　設　名 業　　種 住　　所 電 話 番 号

あづまや お好み焼き

東大阪市日下町 6 － 10 － 22 ☎０７２－９８７－６９６４

会員
特典 1,000 円以上の飲食で 10％引き

居酒屋　さわ 居酒屋

東大阪市大蓮南１－４－１ ☎０６－６７２７－３４５０

会員
特典

お会計 10,000 円以上のお客様　５％割引
（定休日水曜日・祝日の場合は営業）

石田寿し 寿司・割烹

東大阪市西石切町１－９－５ ☎０７２－９８１－３５４９

会員
特典 赤だし又はお吸い物サービス（来店時のみ）

うまいもん倶楽部
ゆたか亭 居酒屋

東大阪市友井３－４－２６ ☎０６－６７３６－２３５９

会員
特典 前日までに予約の方、デザート付

喫茶 F 喫茶店

東大阪市金岡２－１２－１５ ☎０６－６７２８－０２２７

会員
特典 コーヒー 10 杯で、１杯 5％引き

グリル＆カフェ
Toshi（トシ）

カフェ 
レストラン

東大阪市神田町 ３－８　門脇ビル １階 ☎０７２－９８６－１２４６

会員
特典

ランチメニューに通常２００円でドリンクセットの１ドリン
クを無料サービス

シャロン
阪奈店 レストラン

東大阪市善根寺町４－１２－２０ ☎０７２－９８４－５２７１

会員
特典 食事すればワンソフトドリンク付き　会員１名で５人まで

中華　珍龍 中華料理店

東大阪市衣摺１丁目１５－１０ ☎０６－６７２７－６３９９

会員
特典

餃子サービス各お一人様 1 人前券進呈
http://www.just.st/302293/

松原市／その他

東大阪市／飲食
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施　設　名 業　　種 住　　所 電 話 番 号

波＆四国村 うどん屋

東大阪市金岡２－１４－１８ ☎０６－６７２１－３８１６

会員
特典 商品１割引き

ミ　カ 居酒屋

東大阪市日下町４－４－５５ ☎０７２－９８７－９９０２

会員
特典 飲食代金より 10％ＯＦＦ

村田屋 軽食堂

東大阪市東石切町１－６－３３（石切参道商店街） ☎０７２－９８１－３２２５

会員
特典

食事のコーヒー及び紅茶　通常４００円のところ１００円で
提供（同伴者もＯＫ）

焼肉の多喜万 飲食店

東大阪市花園東町１－２０－２４ ☎０７２－９６２－２３５６

会員
特典

飲食代５％引き　水曜定休日
ＰＭ 5 ～ＰＭ 11（ラストオーダー 10 時 30 分）

大和屋 飲食店

東大阪市東石切町１－７－５６（石切参道商店街） ☎０７２－９８１－２９３９

会員
特典 よもぎうどん一杯につき、（おでん）のジャガイモ一個サービス

ROBATA えべっさん
大黒天店 炉端

東大阪市足代新町３－４ ☎０６－６７８７－３９２９

会員
特典

ワンドリンクサービス
＊営業時間 17 時 00 分～ 2 時　ラストオーダー 1 時

ROBATA えべっさん
本店 炉端

東大阪市足代新町２－１６ ☎０６－６７８８－７６０１

会員
特典

ワンドリンクサービス
＊営業時間 17 時 00 分～ 2 時　ラストオーダー 1 時

東大阪市／飲食

東大阪市／お買い物

施　設　名 業　　種 住　　所 電 話 番 号

石切のおかしやさん
ｔｕｔｕ（チュチュ） 洋菓子

東大阪市中石切町４－１－７ ☎０７２－９８２－０３０５

会員
特典

全商品 １，０００円以上１００円引き
（１，５００円の場合は１００円引き）
２，０００円以上２００円引き
※他のサービスとの併用不可

魚　市 仕出屋

東大阪市日下町７－７－５１ ☎０７２－９８１－５０６４

会員
特典

新鮮天然鮮魚、仕出し、お弁当、鍋材料ほか、
時価で注文をお受けします。
代金の５％を女性会会員様に割引しご提供します。

うさぎや ギフト取扱

東大阪市岸田堂北町１－１８ ☎０６－６７２１－５１７８

会員
特典 1,000 円以上お買い上げの方に粗品プレゼント
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施　設　名 業　　種 住　　所 電 話 番 号

エノキヤ家具 家具屋

東大阪市大蓮東２－１８－１１ ☎０６－６７２０－４５６７

会員
特典

配送無料、会員様に特別割引
（ネット検索してください・・エノキヤ家具）

カガワ薬局 薬局

東大阪市小若江 4 － 12 － 13 ☎０６－６７２５－８０８８

会員
特典 粗品進呈

カナリヤカメラ店 カメラ店

東大阪市菱屋西１－２０－１８ ☎０６－６７２４－４４３０

会員
特典

＊ネガカラー同時プリント　200 円割引
＊デジカメプリントＬサイズ 1 枚　5 円割引

ギャラリー
アールドゥ
ヴィーブル

雑貨屋

東大阪市金岡２－１６－８ ☎０６－６７２１－８５６９

会員
特典 ５％割引

白井米穀店 米屋

東大阪市金岡１－１８－７ ☎０６－６７２１－３８１４

会員
特典

お米 5㎏以上お買い上げの方、
かなちゃんシール プレゼント

紳士服はるやま 
東大阪店 紳士服販売

東大阪市西石切町４－４－２８ ☎０７２－９８５－６７５１

会員
特典 割引優待１０％オフ

紳士服はるやま 
東大阪若江店 紳士服販売

東大阪市若江西新町４－１－５ ☎０６－６７２０－０１２２

会員
特典 割引優待１０％オフ

髙安フラワー 
ガーデン 花・園芸

東大阪市大蓮北３－５－２４ ☎０６－６７２７－１３０５

会員
特典 1,000 円以上お買い上げの方　５％割引

ドラゴン 金岡店 酒屋

東大阪市金岡 2 － 12 － 17 ☎０６－６７２１－２６０５

会員
特典 商品代金 5,000 円以上で 2ℓのお茶 1 本プレゼント

西川ふとん店 寝具店

東大阪市小若江１－１－１０ ☎０６－６７２１－４７２３

会員
特典 5％引き

畠中酒店 酒屋

東大阪市友井３－４－２８ ☎０６－６７２１－８３２２

会員
特典 商品代金 5,000 円以上で２ℓのお茶 1 本プレゼント

パティスリーグレイス
友井店 洋菓子

東大阪市友井２－２９－１６ ☎０６－６７２２－００５８

会員
特典

バースディーデコレーション　　５％割引
焼き菓子ギフト　　５％割引
　※他のサービスとの併用不可

東大阪市／お買い物
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東大阪市／お買い物

東大阪市／その他

施　設　名 業　　種 住　　所 電 話 番 号

フローレ
花ぐるま 生花店

東大阪市島之内 ２－１３５ ☎０７２－９６２－８７９２

会員
特典 １０％引き

フローレ
花ぐるま 生花店

東大阪市日下町４丁目　関西スーパー内 ☎０７２－９８７－８７９１

会員
特典 １０％引き

ベーカーズショップ
パピオ パン製造販売

東大阪市大蓮北 2 －１７－１（スーパー万代横） ☎０６－６７２８－１０４８

会員
特典

500 円以上お買い上げのお客様　５％割引
　　　http://papio-pan.com/

宝石・時計　永畑 宝飾店

東大阪市足代１－１５－１２ ☎０６－６７２０－２７６８

会員
特典

電池交換 770 円
（ブランド品は 1,430 円・シチズン腕時計 3 割引）【一部除く】

源米穀店 米屋

東大阪市友井３－６－１ ☎０６－６７２１－８３７９

会員
特典 商品代金 5,000 円以上お買い上げで 3％引き

ミノヤ ミスオードリー 婦人服

東大阪市菱屋西１－１５－２３ ☎０１２０－８１－４０２３

会員
特典 5％～ 10％引き（特価商品は除く）

むつみや たばこ・
おかし

東大阪市布市町１－５－３４ ☎０７２－９８７－６２３８

会員
特典

タバコ５個お買い上げのお客様ライターサービス
＊地域のイベント等にお菓子の袋詰めサービスを承っています。

もり惣菜店 惣菜・弁当販売

東大阪市衣摺２－９－２６ ☎０６－６７２９－５４８８

会員
特典 お弁当全品 20 円引き

ワイン＆フルーツ
オクダ 果物屋

東大阪市金岡２－１２－１７ ☎０６－６７２１－２６０５

会員
特典 2,000 円以上お買上げの方、10％ＯＦＦ

施　設　名 業　　種 住　　所 電 話 番 号

カラオケ
あかり カラオケ

東大阪市日下町３－６－１８ ☎０７２－９８８－５３３５

会員
特典 来店 10 回で次回基本料金 1,000 円引き

くるみ整骨院 整骨院

東大阪市菱屋西１－２４－８　大芳ビル１F ☎０６－６７２０－０９６３

会員
特典 姿勢の健康状態を無料診断
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施　設　名 業　　種 住　　所 電 話 番 号

サロン・ド・ハーブ 美容院

東大阪市日下町４－３－１ ☎０７２－９８８－５８８２

会員
特典 女性会会員カードご持参の方は 500 円割引。

書と筆ペン
ペン字教室 教室

東大阪市金岡２－１６－８ ☎０６－６７２１－８５６９

会員
特典 入会金　無料

ダイキチレントオール㈱
東大阪店 物品レンタル業

東大阪市中鴻池町 1 － 2 － 36 ☎０１２０－３０８－００５

会員
特典

レンタル（介護用品・一部レンタル品・販売品・運賃・設営
費を除く）の料金を定価より１０％値引き
＊ご利用の際は事前に担当（友田）までご連絡ください。

バナナ－ズ カット・パーマ

東大阪市池之端町 1 － 48 ☎０７２－９８１－８６２８

会員
特典 カット、パーマのお客様にトリートメントサービス

ビュ - ティーサロン
ＴＡＮＡＫＡ カット・パーマ

東大阪市日下町６－４－１５ ☎０７２－９８４－８２２２

会員
特典 パーマ・ヘアダイ（毛染め）のみ 500 円引き　（要電話予約）

施　設　名 業　　種 住　　所 電 話 番 号

お好み焼き 鉄板焼
じゅう兵衛

お好み焼き
鉄板焼

藤井寺市小山９－２－２１ ☎０７２－９３７－６１００

会員
特典 ソフトドリンク 1 杯サービス

酒夢来 居酒屋

大阪市生野区小路東６－１０－１５ ☎０６－６７５４－３７４９

会員
特典 ワンドリンクサービス

福寿山魚捨
株式会社 料理旅館

大東市野崎２－６－１ ☎０７２－８７６－１２０３

会員
特典

3,000 円以上（税サ別）の料理か 9,450 円以上の一泊二食
につき、梅酒ワイングラス１杯サービス

（会員１名につき、グループ全員）

焼鳥創作酒場
３６９〈MIROKU〉 飲食業

藤井寺市春日台１－２－３ ☎０７２－９５１－９１６５

会員
特典 会員一名で１グループ 10％オフ

東大阪市／その他

大阪市・他／飲食
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施　設　名 業　　種 住　　所 電 話 番 号

大栄生花市場
フラワーショップ

（生花・ﾄﾞﾗｲﾌﾗﾜｰ・胡蝶蘭・
観葉植物等）

大阪市北区茶屋町３－１４ ☎０６－６３７２－３０６３

会員
特典

３，０００円以上　１０％引き
e-mail ：daiei@daieiseika.net
home page： /http://www.daieiseika.net

フローレ
花ぐるま 生花店

交野市森北　関西スーパー内 ☎０７２－８１０－８７８７

会員
特典 １０％引き

磊石㈱　本社 石材業

京都府城陽市中芦原６８－３６ ☎０７７４－５４－２２７７

会員
特典

石材成約の方へ粗品進呈
「抗菌まな板」か「お墓の掃除セット」のどちらか

大阪市・他／お買い物

大阪市・他／その他

施　設　名 業　　種 住　　所 電 話 番 号

旭化成
へーベルハウス 建築業

大阪市中央区城見１－２－２７　クリスタルタワー 11F ☎090－3827－0876（担当：上田）

会員
特典

戸建住宅建設プラン作成依頼された方：
①敷地調査無料②プラン模型作成プレゼント
集合住宅建設プラン作成依頼された方：
①市場調査無料②収支表無料作成
③税理士による無料税務相談（初回のみ）
契約された方：女性会割引あり

（＊但し、物件によって条件が異なりますので、詳細は
担当者にお問合せください。）

パナソニックホームズ
株式会社
近畿支社

大阪特建開発支店

建築業

大阪市中央区北浜 2 － 5 － 23 小寺プラザビル 1 階 ☎080－2472－5439（担当：松川）

会員
特典

住宅（戸建・集合ともに）建設御成約特典として、
パナソニック空気清浄機　もしくは、それ相応の家電商品を
プレゼントさせて頂きます。
ぜひこの機会にご検討下さいませ。

株式会社
ニューワールド

ツーリスト
旅行会社

大阪市北区天満１－１９－１５ ☎０６－６３５３－４１４１

会員
特典

＊ ＪＴＢ・近畿日本ツーリスト・日本旅行・ＡＮＡスカイホリ
デー・ＪＡＬパックの国内・海外ツアーが３～５％ＯＦＦ

　（＊一部除外の商品もございます。）
＊  10 名様以上で日帰りバス旅行をお申し込みのグループ様

にはお茶１ケースサービス！１泊バス旅行をお申し込みの
グループ様にはビール１ケースサービス！

㈱農協観光
関西支店 旅行業

大阪市中央区高麗橋 3 － 3 － 7 ＪＡ大阪センタービル 10F ☎０６－６２０４－３６８０

会員
特典

（国内旅行）JTB・日本旅行 パッケージツアー　３％ off
（海外旅行）お問い合わせください。

東武トップツアーズ㈱
関西支社

大阪法人事業部
第二営業部

旅行業

大阪市北区堂島浜 2 丁目 2 － 28 アクシスビル 7 階 ☎０６－６３４４－３９２７

会員
特典 国内 FEEL 5％割引　
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施　設　名 業　　種 住　　所 電 話 番 号

大阪四季劇場 劇場

大阪市北区梅田 2 － 2 － 22 ハービス PLAZA ENT 7 階 ☎０６－４７９６－６６００

会員
特典

公演別の女性会会員向け割引斡旋の設定
（例：チケット送料無料等、都度チラシにてご案内）

新歌舞伎座 劇場

大阪市天王寺区上本町 6 － 5 － 13 ☎０６－７７３０－２１２１

会員
特典 公演別の女性会会員向け割引斡旋の設定

KKR ホテル大阪 ホテル

大阪市中央区馬場町 2 － 24 ☎０６－６９４１－６５５７

会員
特典

12 階　日本料理　聚楽庵
ランチタイム 11：30 ～ 14：30（ラストオーダー 14：00）
ディナータイム 17：30 ～ 21：00（ラストオーダー 20：30）
ご飲食代の 10％割引
※他の割引サービスとの併用は出来ません。

シェラトン
都ホテル大阪 ホテル

大阪市天王寺区上本町 6 － 1 － 55 ☎０６－６７７３－１１１１

会員
特典

21F「 トップオブミヤコ」
ランチ 500 円引きディナー 700 円引き
3F 「四川」「うえまち」 2F 「eu（ゆう）」 　10％ off
※会員本人を含め 5 人まで
※他の特典とは併用できません。

帝国ホテル 大阪 ホテル

大阪市北区天満橋 1 － 8 － 50 ☎０６－６８８１－１１１１

会員
特典

直営レストラン、バー・ラウンジご利用に際して 10％ご優待
24 階　鉄板焼「嘉門」
23 階　フランス料理「レ セゾン」、中国料理「ジャスミンガー
デン」
２階　 カジュアルレストラン「カフェ クベール」、
メインバー「オールドインペリアルバー」
１階 ブフェ＆ラウンジ「ザ　パーク」
※一部、割引対象外の商品もございます。
※他の優待割引との併用は出来ません。
※ クリスマス期間、特別催事期間など、ご利用いただけない

場合がございます。

ホテル
ニューオータニ大阪 ホテル

大阪市中央区城見 1 － 4 － 1 ☎０６－６９４１－１１１１（代）

会員
特典

直営レストラン・バーご利用に際して 10％ご優待
18 Ｆ　フランス料理 ｢SAKURA」、鉄板焼「けやき」、
スカイラウンジ「フォーシーズンズ」
3F　中国料理「大観苑」、串＆ワイン料理「味寛」
1F　オールデイダイニング「SATSUKI」、「パティスリー
SATSUKI」、ロビーラウンジ「SATSUKI　LOUNGE」、メイ
ンバー「キャッスル」
B1F　季処「一心」、麺処「NAKAJIMA」
＊一部割引対象外の商品もございます。
＊ﾃﾅﾝﾄ店（叙々苑、乾山、花外楼、藤尾、今井）は優待除外です。
＊他の割引と重複しての割引利用はできません。
＊年末年始・特別催事日は優待除外日となります。

大阪市・他／その他

【 18 】



施　設　名 業　　種 住　　所 電 話 番 号

都シティ
大阪天王寺 ホテル

大阪市阿倍野区松崎町 1 － 2 － 8 ☎０６－６６２７－４９０５

会員
特典

１７階スカイレストラン『エトワール』
ご飲食代１０％割引（会員本人を含めて５人まで）
※他の特典とは併用できません。

湯快リゾートグループ ホテル

予約センター
☎０５７０－５５０－０７８

会員
特典

【VIP TICKET】のご持参で特典が受けられます。
※ 予約の際は予約センターへお電話または公式サイトからお

申し込みください。
※ チェックインの際に【VIP TICKET】および女性会会員証の

提示が必要です。
※他の割引クーポン・割引プランとの併用不可。

＊各ホテルは湯快リゾート HP でご確認ください。

大阪市・他／その他

【 19 】





JA大阪中河内女性会会員証利用規定

第１条（会員証）
　　�会員証は、大阪中河内農業協同組合（以下「当組合」という）の協力組織であるJA大阪中河内女性会（以下「女性会」という）

の規約を承認され女性会に入会された個人（以下「会員」という）に発行します。　　　　　　　　
　２．会員証には、７桁の会員番号及び会員のおなまえがカタカナで表示されます。
　３．会員証は、女性会会員としての証であり、会員証に付帯する様々な会員特典を受けることができます。

第２条（利用）
　　会員証は会員本人のみが利用できるものであって、貸与、譲渡、質入等することができません。
　２．会員は、特典を受けようとする場合は会員証の提示を要します。会員証を所持されてない場合は、特典のご利用はできません。
　３．特典は、当組合が定め提供する一定の事業及び当組合が提携した協力店・施設のみで利用可能とします。
　４．提携協力店・施設により、特典・利用条件が異なりますので事前にご確認のうえご利用ください。
　５．特典・利用条件は、会員に予告なしに変更、中止を行う場合がありますのでご了承ください。
　６．ご利用に関しては、会員本人の責任においてこれをなすこととし、万一事故ある場合は当組合及び女性会はその責めを負いません。

第３条（紛失・盗難・破損）
　　会員証を紛失または盗難・破損等の場合は、速やかに支部事務局に届けてください。
　２．会員証の再発行は、組合が認め所定の手続きが完了した場合に行います。
　３．�会員証の紛失または盗難・破損等による如何なる事故においても、当組合及び女性会は一切の責めを負わず、損害賠償はいたし

ません。

第４条（届出事項の変更）
　　氏名、住所、電話番号に変更が生じた場合は、速やかに支部事務局に届けてください。

第５条（有効期限）
　　会員証受領日より、退会その他会員の資格を失った日までとし、この場合、全ての会員としての特典が失効するものとします。

第６条（会員証の返却）
　　会員証は、女性会を退会その他会員の資格を失った場合は速やかに支部事務局に返却してください。

第７条（個人情報の管理）
　　当組合が業務上知りえた会員の個人情報に関しては、個人情報保護法に基づき適正な取扱いをいたします。

第８条（個人情報の開示・訂正・削除）
　　�会員は当組合に対して、会員自身の個人情報を開示するよう請求することができます。但し、個人情報を開示することで組合の業

務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがあると判断した場合、開示を行わないことができます。
　２．�開示請求に基づく当組合からの情報開示により、登録内容が事実でないことが判明した場合等には、会員はその内容の訂正また

は誤った情報の削除を要求することができます。

第９条（ＤＭ送付等、個人情報の利用）
　　�会員の属性情報・利用情報は女性会事業・会員既存サービスの改良、新規サービスの開発に利用し、当組合事業及び提携協力店・

施設の宣伝物送付等の営業のご案内に利用します。

第10条（本規定の変更）
　　経済情勢の変動及び諸事により、変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

第11条（会員証裏面の掲載事項）

ＪＡ大阪中河内女性会
大阪中河内農業協同組合 営農総合センター
〒581-0865　八尾市服部川１丁目34番１号
TEL：072－943－2831（生活指導グループ）
FAX：072－941－8288

JA大阪中河内女性会会員証利用規定

この会員証は、大阪中河内農業協同組合（以下「当組合」という）の協力組織であるJA大阪中河内女性会（以下「女性
会」という）の規約を承認され女性会に入会された個人（以下「会員」という）に発行します。

この会員証は会員本人のみが利用でき、貸与、譲渡、質入等することができません。

会員は、特典を受けようとする場合は会員証の提示を要します。その場合、会員各自の責任においてこれを行い、万一事
故ある場合、当組合及び女性会はその責めを負いません。

この会員証は、退会その他会員の資格を失った場合は、速やかに返却してください。

この会員証を紛失したときは、直ちに支部事務局に届けてください。

この会員証を拾得された方は、直ちに上記までご連絡ください。




