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綾園エリア

店名（社名） 所在地 電話番号 内容

サンドラッグ　高石店 綾園1-1-2 072-246-9235 ドラッグストア
割烹お惣菜ととや 綾園1-1-5 延命産業ビル102 072-265-8766 お弁当　お惣菜
MIRAKURU 綾園1-2-18 090-6668-3777 ⼀品料理　お酒類
和食・中華dining　彩 綾園1-2-19　マスターズ綾園15-1階 072-261-7700 和食・中華
焼肉酒場居心家 綾園1-3-1 明勝第⼀ビル 072-261-2917 焼肉
又しげ 綾園1-4-5 072-261-1829 寝具　介護用品
ベーカリーブランシュ 綾園1-4-8 072-265-2426 パン
美容室　ナベサワ 綾園1-4-15 072-265-0701 美容室
Riru̲M高石店 綾園1-4-23 072-350-5958 ネイル、マツエク、ヘア
TUMIKI 綾園1-4-23 070-8585-2321 クレープ　ソフトクリーム
アヴァンティ高石店 綾園1-4-52 072-265-6112 婦⼈⾐料品
パティオ・ヘアー 綾園1-6-12 072-266-3539 美容室
⼈情家　浜ちゃん酒場 綾園1-6-18 072-267-4415 居酒屋
クロロフイル　高石美顔教室 綾園1-9-1　アプラたかいし1階 072-263-9479 化粧品
ジュエルフジミ 綾園1-9-1　アプラたかいし1階 072-265-7288 宝石・貴⾦属
はごろもがあでん　 綾園1-9-1　アプラたかいし1階 072-265-8741 生花
カステラ銀装　 綾園1-9-1　アプラたかいし1階 072-263-0021 カステラ・焼菓子
cook deli GOZEN 綾園1-9-1　アプラたかいし1階 072-261-4592 惣菜・お弁当
矢﨑 綾園1-9-1　アプラたかいし1階 072-248-1656 鮮魚
矢﨑 綾園1-9-1　アプラたかいし1階 072-248-1647 寿司
Riat! 綾園1-9-1　アプラたかいし1階 072-261-0722 靴修理
CUEドラッグ　 綾園1-9-1　アプラたかいし1階 072-275-6510 ドラッグストア
All day dining Hikari 綾園1-9-1　アプラたかいし1階 072-275-4825 カフェ・ダイニング
ミスタードーナツ　 綾園1-9-1　アプラたかいし1階 072-267-5056 ドーナツ
COPO 綾園1-9-1　アプラたかいし1階 072-266-9240 靴下・インナーウェア
パン工房BonGout 綾園1-9-1　アプラたかいし1階 072-262-1170 ベーカリー
ワインショップ　きんぎょ　アプラたかいし店 綾園1-9-1　アプラたかいし1階 072-247-9199 ワイン
TSUTAYA BOOKSTORE 綾園1-9-1　アプラたかいし2階 072-263-1717 本
LE GARAGE 綾園1-9-1　アプラたかいし2階 072-275-5711 カフェ・レストラン
Seria 綾園1-9-1　アプラたかいし2階 072-275-9811 100円shop
FOOD HALL 綾園1-9-1　アプラたかいし2階 072-266-0130 オムライス・うどん
クリフハンガー 綾園1-9-1　アプラたかいし2階 072-247-7785 雑貨
hanna natrient 綾園1-9-1　アプラたかいし2階 072-247-8683 植栽、グリーン
おしゃれ巧房　マツモト 綾園1-9-1　アプラたかいし2階 072-264-2255 コスメ、エステ
カフェ工房　亜麻色 綾園1-9-1　アプラたかいし 072-265-7137 コーヒー
コノミヤ　高石店 綾園1-9-1 072-264-0561 食料品
若松家 綾園1-9-1 072-262-1200 出前・お持ち帰り寿司
ヨシダ薬局 綾園1-10-1 072-265-1633 薬局
ファミリーマート　高石駅前店 綾園1-11-2 072-267-0164 コンビニエンスストア
げんせん 綾園1-11-20-101　クレール綾園 072-264-8529 魚料理
はごろも卓球スタジオ&レンタルスペース 綾園1-12-3 高石綾園マンション2階 072-266-3231 卓球用品、卓球スクール、レッスン、卓球台レンタル、レンタルスペース
癒し空間うたた寝 綾園1-12-8 072-267-1139 リラクゼーションマッサージ
ピュアーラ 綾園1-12-8 072-266-5633 婦⼈服・婦⼈バッグ
薬ヒグチ　センシュードラッグ 綾園1-13-1 072-261-4157 ドラッグストア
フラワード・もりもと 綾園1-13-4 072-247-8233 フラワーショップ
美容室キッズラボ 綾園1-14-7 072-265-6544 美容室
海鮮居酒家すし⻯ 綾園1-14-7 072-263-2036 鮨
酒と肴　櫻井 綾園1-14-10 072-264-1617 居酒屋・弁当
スギ薬局　高石駅前店 綾園1-14-28 072-246-9571 医薬品・化粧品・⽇用品・食品
はな処　花福 綾園1-14-30 072-262-0551 生花
父さんの中華 綾園2-2-2 072-248-5755 お弁当、お惣菜
旨肴楽酔　るっこら 綾園2-6-10 072-266-0688 居酒屋
SaQ hair 綾園2-9-7 072-261-8232 理容室
cafe Regalo 綾園2-18-28 072-248-8107 軽食　ドリンク
中華料理マルタマ 綾園3-1-3　 072-261-2439 ラーメン餃子その他テイクアウト
きちんとチキン 綾園3-2-5 072-269-5777 炭火やきとり
陽だまり整骨院 綾園3-2-5ｰ106 072-262-9766 整体、カイロプラクティック、アロマテラピー、サポーター販売
クリーニングのアンデルセン　綾園店 綾園3-2-5-108 072-263-7834 クリーニング
岸和田屋 綾園3-5-10 072-262-6972 果物
DaM 綾園3-5-12 072-246-9424 美容室
まるみ 綾園3-5-27 072-261-1814 精肉
美容室　しゃぼん玉 綾園3-6-7 072-263-7551 美容室
ローソン高石綾園四丁目店 綾園4-8-1 072-267-0307 コンビニエンスストア
⼀品料理　花より鰆 綾園5-7-54 千萩マンションC棟102 072-275-8987 海鮮和食
かっぽう　美坂 綾園5-7-57 千萩マンションB棟102 072-262-0770 和食
少⼈数指導塾DREAMS 綾園5-8-8 072-260-4570 ⼩学５年生から高校生までの受験進学指導
喫茶カラオケ　千早 綾園7-5-60 072-265-6447 カラオケ
千早食堂 綾園7-5-60 072-261-8112 麺類
美津和温泉 綾園7-5-60 072-261-8114 公衆浴場
じてんしゃ　ろっきぃ　北助松店 綾園7-5-63 072-268-6688 ⾃転⾞
サンドラッグ綾園店 綾園7-5-73 072-267-2081 医薬品、化粧品、雑貨、食品
リセット 綾園7-6-11 090-3846-7474 カラオケ、飲食
居酒屋ダイニングくろかわ 綾園7-6-19 072-249-5033 居酒屋
山下洋服店 綾園7-6-21 072-263-3735 ⾐料品
セブンイレブン北助松駅前店 綾園7-8-28 072-263-2488 弁当パン



加茂エリア

店名（社名） 所在地 電話番号 内容

魚野無線カミヤ店 加茂1-5-19 072-265-4928 家電
ドラッグセイムス高石加茂店 加茂1-12-13 072-267-0355 医薬品、化粧品、⽇用品、食品
寿し仁 加茂1-13-24 072-262-0008 すし、会席料理
若葉寿司　高石店 加茂1-19-17 072-264-3837 宅配・持ち帰り寿司
晩酌　万呑 加茂1-19-18-102　ユタカマンション1階 072-266-5257 居酒屋
ウールー 加茂1-19-18 ユタカマンション 080-7025-0620 フルーツスイーツ
ホテルステージ 加茂1-19-20 072-266-0070 ビジネスホテル
ヌーベル美容室　高石店 加茂1-20-2-102 072-262-5700 美容室
御和菓子司　壽屋 加茂1-20-2 072-262-8207 和菓子
関⻄スーパー高石駅前店 加茂1-21-23 072-266-6107 食料品、⽇用雑貨
クリーニングRuby 関⻄スーパー高石駅前店 加茂1-21-23 072-265-5239 クリーニング
綾井⽶穀店 加茂2-31-30 072-261-8551 ⽶
なかお文具 加茂2-32-15 072-263-4800 事務用品・文具
ファミリーマート高石加茂三丁目店 加茂3-3-11 072-267-6334 コンビニエンスストア
お食事処　加茂 加茂4-1-1　高石市役所地下1階 072-265-1001 食堂
すし兆 加茂4-8-28 072-266-7366 寿司
セブン-イレブン高石加茂4丁目店 加茂4-9-20 072-266-0780 コンビニエンスストア
鳥工房　ほっかい屋 加茂4-11-34 072-264-9567 焼とり居酒屋

高師浜エリア

店名（社名） 所在地 電話番号 内容

理容イマダ 高師浜1-2-7 072-263-8738 理容室
つぼ市製茶本舗　工場直売所 高師浜1-14-18 072-261-7181 お茶　抹茶　健康茶　お茶菓子
パン屋kotubu 高師浜1-15-28 072-220-9777 パン
セブンイレブン　高石高師浜店 高師浜1-16-1 072-263-7717 コンビニエンスストア
夢⼀喜　羽⾐店 高師浜2-7-15 072-266-2552 ステーキ
みつやクリーニング　高石店 高師浜2-8-13 072-262-0370 クリーニング
ウエルシア高石高師浜店 高師浜3-1-15 072-267-6909 ドラッグストア
大栄クリーニング 高師浜3-8-4 072-262-5241 ⾐類クリーニング
Crepe KiKi 高師浜3-9-6 090-7844-9692 クレープ
ファミリーマート高石高師浜店 高師浜3-17-25 072-268-4771 コンビニエンスストア
ライフ高石店 高師浜3-20-20 072-265-1520 食料品・生活用品
魚屋げんせん 高師浜3-20-26 072-230-4948 鮮魚、お造り
ベーカーショップショパン 高師浜3-21-8 072-261-4184 パン
炭火焼肉備 高師浜4-1-32 072-261-7773 精肉・焼き肉
荒木精肉店 高師浜4-1-32 072-261-1265 精肉
pasticceria hirochissimo 高師浜4-1-32 090-8165-7480 ジェラート　イタリア焼き菓子
レストラン　アラキ 高師浜4-1-35 072-261-2271 コーヒー、定食類
カットハウスふぁんふぁん 高師浜4-2-12 072-265-5378 理容室

千代田エリア

店名（社名） 所在地 電話番号 内容

焼肉ホルモン焼　松⼒ 千代田1-7-1 072-264-2911 焼肉
(有)⼀山工芸 千代田1-8-12 072-275-7170 時計電池交換
喫茶キャッスル 千代田1-8-14 高石ビル内 072-263-8736 コーヒー　軽食
コロナ　高石店 千代田1-10-26 072-264-0825 デジカメスマホプリント・証明写真
カラオケ　まぁーこ 千代田1-10-30ニューアメリカンプラザビル6階 072-262-3005 カラオケ
メガネの柳原 千代田1-11-11-103 072-263-0535 メガネ、時計
いよや 千代田1-11-11-107 ウエストプラザ高石 072-261-1848 麺類・丼物
鶴橋粉舗　てこや　高石駅前店 千代田1-18-10 072-266-7744 たこ焼き・お好み焼
飯処酒場夏陽 千代田1-22-10 080-2511-3022 うどん　ラーメン　串カツ　もつ鍋
MARUNAKA 千代田1-23-22 070-8939-3434 唐揚げ・お弁当・ブルーシールアイス
パンと喫茶『巣箱』 千代田1-23-22 070-9004-4717 ドリンク、フード、スイーツ
酒房なか 千代田1-23-23 072-264-4148 居酒屋
KCS Cycle Nice 千代田1-23-25 072-266-1233 ⾃転⾞修理販売
⽶紀⾏はたやす 千代田1-24-11 072-261-0643 ⽶、食品、飲料⽔、⾃然食品、野菜、調味料
発酵食堂ハチハチ 千代田1-24-11 072-261-0643 発酵食ランチ
Vifasa 千代田1-27-5 072-248-5965 イタリア／スペイン料理
シティホール高石　グランドホール別館羽⾐ 千代田1-27-20 072-266-3220 和食
Clean&Clearing雪正 千代田2-1-27 072-264-5421 ハウスクリーニング
大津屋　高石店 千代田3-2-1-1階 072-264-1129 精肉
セブン-イレブン高石駅南店 千代田3-6-3 072-264-7011 コンビニエンスストア
びゅーてぃ千裕 千代田3-8-6 072-263-5994 美容室
さぬきうどんの店　美麺 千代田3-13-31 072-265-1672 うどん・丼・そば
ヒロ美容室 千代田3-14-4 072-264-9581 美容室
もめんや高石千代田店 千代田3-14-13 072-268-6069 酒・飲料・お菓子・乾物等
もつ鍋屋かっさん 千代田4-1-7 072-247-7588 もつ鍋、焼き鳥、串かつ
ミスタータイヤマン高石 千代田4-7-13 072-266-4811 ⾃動⾞用タイヤ・オイル・バッテリー・その他カー用品
四柱推命　⼩町 千代田5-1-34 072-265-0501 悩み相談
きさらぎ堂 千代田5-20-1 072-262-8600 和菓子
クレープ・喫茶　荻野目 千代田5-20-3 090-3281-1879 クレープ、カレー、コーヒー等飲み物
助松モータース 千代田6-2-16 072-261-2524 ⾃動⾞修理・販売
仲松電器サービス 千代田6-9-8 072-261-9124 家電製品
Flower shop れもね〜ど。 千代田6-9-9 072-248-0767 切花、鉢植え、苗、仏花、墓花等
永山トク商店 千代田6-10-9 072-261-2519 酒類
千代田庵 千代田6-12-19 072-262-5920 食堂
クリーニング　ハミング 千代田6-14-14 072-262-1999 クリーニング
マルゼン美容室 千代田6-15-9 072-264-2018 美容室



取石エリア
店名（社名） 所在地 電話番号 内容

Family Bal Rhyme 取石1-8-16 090-8824-3838 居酒屋
たこやき　ゆう 取石1-8-18 090-6378-1125 たこ焼き
ほっかほっか亭　富木駅前店 取石1-8-21 072-273-5851 弁当各種・オードブル
くるみ屋 取石1-8-23 072-275-1268 焼鳥
ファミリーマート富木駅前店 取石2-2-1 072-260-5020 コンビニエンスストア
(株)on-link 取石2-2-16 072-389-9234 LPガス販売、住宅機器、⼩物販売
ケーキハウス　フォルトン 取石2-48-19 072-274-3338 洋菓子・喫茶
(有)富木⾃動⾞ 取石3-10-18 072-272-0061 ⾃動⾞整備業
おそうじ本舗　堺上野芝店 取石4-6-43 090-4001-5587 エアコンクリーニング（他掃除）
カフェ ら・さぼうる 取石4-15-28 072-289-7896 珈琲
メイプル 取石4-17-26 072-274-8062 お酒類、⼀品料理、たこ焼き
セブンイレブン高石取石6丁目店 取石6-23-31 072-272-7077 コンビニエンスストア
スギ薬局　取石店 取石7-1-43 072-349-8588 医薬品・化粧品・⽇用品・食品
セブンイレブン　高石取石7丁目店 取石7-1-55 072-274-9633 コンビニエンスストア
ホームセンターコーナン　高石富木店 取石7-1-64 072-274-6854 ⽇用品類
ホルモン満福屋 取石7-4-1 072-349-9877 焼肉
理容たけなか 取石7-4-11 072-273-8919 理容室

⻄取石エリア

店名（社名） 所在地 電話番号 内容

グランビー ⻄取石1-13-9 072-263-0455 美容室
いろはのパン屋さん ⻄取石1-14-17　ツイントノキ1階 072-266-1680 パン
サイクルショップ・パウステップ ⻄取石1-16-11 072-266-5608 ⾃転⾞
電化ショップエコー ⻄取石1-18-36 072-265-5030 家電製品
竹香 ⻄取石3-19-14 072-265-4422 居酒屋
BARBERグッチ ⻄取石3-3-4 072-264-3265 調髪、顔剃り、パーマ
⽴呑み処　ふるかわ ⻄取石3-3-4 090-1908-7777 アルコール飲料、おつまみ
BIG BLUE　ダイビングスクール ⻄取石3-3-45 072-264-3336 スキューバーダイビング用品、マリン用品
美容室フミー ⻄取石3-5-11 072-263-7382 美容室
リカーハウスあわじや ⻄取石3-5-22 072-262-1765 酒類(ビール.清酒.ワイン.ウイスキー.⽶.淡路大江のり他)
キリン堂　高石加茂店 ⻄取石3-8-40 072-267-7644 ドラッグストア
海鮮工房中川 ⻄取石3-9-16 072-266-3700 居酒屋
居酒屋　よりみち ⻄取石3-9-23 072-265-6490 居酒屋
スーパーはやし　富木店 ⻄取石3-16-1 072-265-5156 スーパー
カレーハウスCoCo壱番屋　高石⻄取石店 ⻄取石3-16-10 072-266-9990 カレーライス
Joshin　高石店 ⻄取石3-17-15 072-262-2311 家電　おもちゃ　携帯電話　リフォーム
セブンイレブン高石総合体育館前店 ⻄取石3-21-30 072-265-5170 コンビニエンスストア
テニストピア ⻄取石3-23-18 072-264-3741 テニス用品　テニススクール
ゴルフ５　高石店 ⻄取石5-4-23 072-262-5592 ゴルフ用品
ごちそう村　高石店 ⻄取石5-11-3 072-260-4347 食品・飲料
やきとり　響。 ⻄取石5-11-10 072-247-7369 焼き鳥
みぃーの食卓 ⻄取石5-11-10 072-266-0558 石焼ハンバーグ
AOKI　高石店 ⻄取石5-11-36 072-265-0188 スーツ・礼服・シャツ・レディス・カジュアル
(株)共栄社 ⻄取石5-11-41 072-275-5618 カー用品
PEDAL高石店 ⻄取石6-2-1 072-266-0220 ⾃転⾞、⾃転⾞用品
とんかつかつ喜　高石店 ⻄取石6-6-48 072-267-0525 とんかつ
ケンタッキーフライドチキン　第二阪和高石店 ⻄取石6-6-49 072-267-2181 フライドチキン
びっくりドンキー　高石店 ⻄取石6-6-52 072-265-2739 ハンバーグ
チャイナテーブル　喜心 ⻄取石6-6-71 072-264-7724 中国料理
⼒⼠料理　天籟山 ⻄取石6-6-71 072-263-4118 ちゃんこ鍋
大阪王将　高石店 ⻄取石7-11-28 072-263-0380 中華料理
ダンカン　高石店 ⻄取石7-14-37 072-268-4880 オーダースーツ・オーダーシャツ
サーティワンアイスクリーム　高石ロードサイド店 ⻄取石7-20-3 072-261-5657 アイスクリーム
洋服の⻘山 高石店 ⻄取石8-1-10 072-265-3206 スーツ・カジュアル
シューズ愛ランド泉北高石店 ⻄取石8-1-17 072-267-5800 靴
はるやま高石店 ⻄取石8-4-8 072-265-5469 メンズ、レディースビジネスアイテム
中国料理　北京　⻄取石店　 ⻄取石8-8-1-103 072-265-6590 ラーメン・定食
メガネのアイガン　高石店 ⻄取石8-8-7 072-261-3589 メガネ、サングラス、補聴器
ジャパン　高石店 ⻄取石8-8-16 072-264-9757 医薬品・化粧品・⽇用品・食品

羽衣エリア

店名（社名） 所在地 電話番号 内容

居酒屋　義経　羽⾐店 羽⾐1-6-1　ルネ羽⾐1階28号 072-247-9010 居酒屋
せかんど　はうす 羽⾐1-9-11 090-2702-1158 定食・割烹
美容室orange 羽⾐1-10-14-2階 072-266-8820 美容室
鶴橋粉舗　てこや　羽⾐駅前店 羽⾐1-10-16 072-264-2266 たこ焼き・お好み焼
和洋バルえびす 羽⾐1-10-20 072-263-8080 食事提供
コンニチハクレープ 羽⾐1-12-3-104 070-8566-5329 クレープ
らくちん堂鍼灸整骨院　羽⾐本店 羽⾐1-12-5 072-261-1418 鍼灸、整体、美容
中国料理　北京　羽⾐店 羽⾐1-14-2 072-263-0908 中国料理
ライオンスポーツ 羽⾐1-14-3 072-261-1525 テニス用品をメインにスポーツ用品全般、学校指定体操服他
白秋 羽⾐1-14-4 072-220-0534 和食
ファミリーマート羽⾐駅⻄店 羽⾐1-14-10 072-267-0115 コンビニエンスストア
お好み焼　めりけん亭 羽⾐1-14-18 072-263-8989 お好み焼、もんじゃ焼
楽庵 羽⾐1-14-23 072-265-2744 魚介類
うなぎのうえだ 羽⾐1-20-6 072-264-8889 鰻
スウィートよしだ 羽⾐1-20-6 072-261-8530 家電製品
ヌーベル美容室　羽⾐店 羽⾐1-21-10 072-263-9099 美容室



理容パレス 羽⾐1-21-16 072-263-2374 理容室
TABASA 羽⾐2-1-11 072-263-8418 カフェ、スイーツ
⼩林美術館 羽⾐2-2-30 072-262-2600 美術館
KAORI 羽⾐2-3-36 080-9814-1417 洋菓子
オークワ　高石羽⾐店 羽⾐2-5-40 072-261-9821 スーパー
フタバヤ事務機 羽⾐3-2-62 072-263-7117 文具・事務用品
藤吉通商 羽⾐4-2-18 072-265-0008 祭り⾐料
fika Jansson 羽⾐4-5-3 070-8489-3455 食品
きのすら 羽⾐5-9-3 072-320-7749 おにぎり　トイレットペーパー
らくちん堂鍼灸整骨院　きゃらばし店 羽⾐5-13-14-1階 072-261-8812 鍼灸、整体、美容
村田電化サービス 羽⾐5-14-19 072-263-6604 家電製品
光洋薬局 羽⾐5-15-8 072-262-8517 薬局
ビューティサロン　いしの 羽⾐5-15-9 072-264-9307 美容室
カステラ銀装　羽⾐工場売店 羽⾐5-15-13 072-269-0021 カステラ・焼菓子
ソニーショップ　KOYO 羽⾐5-15-16 072-265-5768 家電製品
のなか鍼灸整骨院 羽⾐5-19-18 072-266-1120 整体
大阪国際ユースホステル・大阪府羽⾐⻘少年センター 羽⾐公園丁 072-265-8539 宿泊・食事・BBQ・イベント

東羽衣エリア

店名（社名） 所在地 電話番号 内容

手作りパン工房りあん 東羽⾐1-6-35 シャルマンフジ羽⾐507 090-7097-9159 パン教室
⽇之出屋　羽⾐店 東羽⾐1-17-23 072-247-7115 スーパー
萩鮨 東羽⾐1-18-35 072-264-1111 寿司
はごろもがあでん 東羽⾐1-18-38 072-262-5040 生花
コミュニティカフェ　スワロウ 東羽⾐2-20-20 072-370-2834 パン
ファミリーマート羽⾐駅東店 東羽⾐3-1-1 072-267-5801 コンビニエンスストア
銀装＆Café羽⾐店 東羽⾐3-1-1　イコーネはごろも 072-264-0021 カステラ・焼菓子
薬のヒグチ羽⾐駅前店 東羽⾐3-1-1　イコーネはごろも1階 072-265-7700 医薬品・化粧品・⽇用品・食品・酒
羽⾐テラス 東羽⾐3-1-1-201 072-275-7575 朝食・モーニング・夜食・パン・ケーキ
丸幸⽔産　羽⾐店 東羽⾐3-2-22 072-264-7346 たこ焼き
croquette 東羽⾐3-2-17 奥野ビル 072-247-8828 コロッケ
ホロホロ堂書店 東羽⾐3-3-2 072-261-0956 書籍　雑誌　文具
ソニア 東羽⾐3-3-4 072-262-2988 婦⼈服・婦⼈バッグ・アクセサリー
メナード化粧品　フェイシャルサロン　羽⾐ちゑ 東羽⾐3-4-8 072-265-1991 メナード化粧品、エステ
エステティックサロン　undeux 東羽⾐3-4-8 072-220-4398 エステ　化粧品
カフェベル 東羽⾐3-4-44 090-2388-5287 カフェ
マルスギ 東羽⾐3-5-7 072-262-8570 学生服・洋服リフォーム
⻄村商店 東羽⾐3-5-12 072-261-2706 家庭雑貨品
果物専門店　フルーツきのした 東羽⾐3-7-12浅井ハイツ１０２ 072-275-5386 果物
フラワーショップ　花ひろ 東羽⾐3-7-12 072-264-8760 生花、観葉植物、蘭鉢
美容室いろは 東羽⾐3-7-12-103 072-247-8100 美容室
羽⾐屋 東羽⾐3-7-12-104 090-2115-3182 居酒屋
じゃんぼ羽⾐食鮮館 東羽⾐3-8-20 072-265-5444 スーパー
ヘアーサロン富⼠ 東羽⾐3-10-4 072-264-8876 理容室
めん処　盛 東羽⾐3-13-33 072-262-8818 うどん・丼・そば
トガワサイクル 東羽⾐3-13-33 080-6115-8950 ⾃転⾞　⾃転⾞用品　⾃転⾞修理
まんてん堂薬局 東羽⾐3-15-16 ダイヤビル1階 072-242-6580 処方箋、OTC、⽇用品
旬の彩　ゆめや 東羽⾐3-15-26 072-263-0001 居酒屋
スター美容室 東羽⾐3-15-21 072-264-1011 美容室
トータルファッション　うらら 東羽⾐3-15-21 072-261-3228 婦⼈服・雑貨
トモエ洋品店 東羽⾐3-15-25 072-262-8575 婦⼈服
居酒屋　藤 東羽⾐3-17-20 072-266-6686 居酒屋
(有)⻄森電機 東羽⾐3-18-4 072-261-8022 家電販売店
理容稲井 東羽⾐4-4-26 072-262-0645 理容室
ウエルシア高石東羽⾐店 東羽⾐4-8-22 072-267-0521 ドラッグストア
理容ナンバーワン 東羽⾐5-3-8 072-261-7620 理容室
茶話野果 東羽⾐5-4-4 090-3619-6906 八百屋
愛京屋 東羽⾐5-4-5 072-261-1741 文房具
きちしろ 東羽⾐5-4-8 072-265-5008 理容室

泉大津エリア

店名（社名） 所在地 電話番号 内容

ビューティースタジオ　ハープ 東助松町1-13-7 0725-33-1671 美容施術
セレクトショップLine 東助松町1-13-8 0725-90-7331 婦⼈服、かばん、雑貨
ゆりや化粧品店 東助松町1-13-9 0725-33-2618 化粧品
たこ焼き天狗庵 東助松町1-14-7 0725-21-8155 たこ焼き
かしわマルナカ 東助松町1-14-8 0725-33-1119 鶏肉
ユタカ電機 森町1-13-14 0725-32-1345 家電製品


