
和泉市 ムプレミアム付 舗 覧付商品券取扱店舗一覧（ 和 1令和元年11月11日現在）

青葉台

青葉台

理容タテイシ 家具の西口木工 光明池店

きたがわ電器 ローソン和泉池田下町店

沖縄家庭料理 琉球

ウエルシア和泉青葉台店

院

一条院町

丸和精肉店 デイリーヤマザキ和泉一条院町店

カラオケパラダイス和泉店

芦部町

エバグリーンプラス和泉芦部店 いぶき野

スーパーセンタートライアル和泉店 洋服の青山 和泉中央店

Ｊｏｓｈｉｎ 和泉中央店

ゆ

ゆあゆみ

あゆみ

野

野 きんのぶた 和泉中央駅前店

ケーズデンキ岸和田和泉インター店 むか新 和泉の国本館

コストコホールセールジャパン株式会社 和泉倉庫店 一鳥一炭

三井ショッピングパーク ららぽーと和泉

別紙

とんかつ かつ喜

ナフコ ＴＷＯ－ＯＮＥ ＳＴＹＬＥ 和泉店 エコール・いずみ

別紙

ジャングルジャングル 岸和田和泉インター店 コープ和泉中央店

ココカラファイン コープ和泉中央店

池上町 ヤマダ電機 家電住まいる館 和泉中央本店

寿珈琲 ＣＯＦＦＥＥ やまや和泉中央店

四国庵 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 和泉いぶき野店

和菓子舗 栄久堂吉宗 ＭＥＧＡドン・キホーテ和泉中央店

ワンカルビ 泉大津店 ＢＯＯＫＯＦＦ 和泉中央店

洋品雑貨 ヤグルマ Ｂ・ＳＴＹＬＥ 和泉中央店

スーパー玉出 信太山店 お宝大陸 和泉中央店

中国菜館 あんずの花

池田下町 モトパーク

ディオ和泉店 ステーキハウス Ｋふぁーむ

ドコモショップ和泉中央店 ダイソー 和泉中央店

ミニストップ 和泉池田下町店 酒のスーパードライ

クスリ キリン堂 和泉中央店 ノムラクリーニング いぶき野店

にぎり長次郎 和泉中央店

ａｕショップ和泉

町

内田町

万代 和泉中央店 かふな整骨院

イエローハット 和泉中央店 株式会社オークワ和泉中央店

ダイソー 和泉池田下町店 染と織 むらい

ファミリーマート和泉内田町店
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浦田町

福祉用具事業所 ベリーウェル スポーツデポ 和泉中央店

ウエルシア和泉浦田店 ゴルフ５ 和泉中央店

ウエルシア和泉唐国店

王子町

王子町 日産大阪販売株式会社 和泉中央店

ローソン和泉王子町店 産直市場よってって ビバモール和泉中央店

お好み焼 栄吉

寺

寺観音寺町

観音寺町

大野町 眼鏡市場 和泉観音寺店

葉菜の森 サンドラッグ 和泉観音寺店

鉄板居酒屋 しえろ

小田町 フローリスト ＴＡＫＡＨＡＳＨＩ

ローソン 和泉小田町店 ｉｔａｌｉａｎ ｂａｒ ＭＵＳＩＣＡ

スギ薬局 和泉小田店 パン工房カワ 和泉店

ロゴヒット グラフィックス ＴＳＵＴＡＹＡ 和泉観音寺店

オークワ和泉小田店 キモト薬局

府中大寺屋 丸進サイクル

ダイソー 和泉観音寺店

尾井町

尾井町

有限会社 三坂精米

中

北田中町

幸生堂 薬局 葛城薬局

小野田町 葛の

葉

葉町

西川歯科医院 むか新 葛の葉店

大きいサイズの店 フォーエル和泉店

上町 有限会社 アオイ農園

プライスカット和泉鶴山台店 ＧＥＯ 高石店

ローソン 和泉上町店

サンドラッグ 和泉上町店

町

黒鳥町

ノムラクリーニング 北信太店 本山薬局

唐国町

町

桑原町

制服のふしぎや ゴルフショップＷＡＹ

有限会社シビスおくむら 横田石油(株)

スーパービバホーム和泉中央店 トラベルベストパートナー

アウトレットＭＡＸ和泉中央店

どとんこつ☆幸運軒（ラッキーケン） ビバモール和泉中央店

台

光明台

プラスワン ビバモール和泉中央店 スーパーサンエー光明台店

ＡＯＫＩ ビバモール和泉中央店
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幸

佐竹ガラス株式会社 寺岡書店

八百屋 喜左衛門 堀内米穀店

ファミリーサロン マツモト シャトー美容室

みどり文具店 カットハウス明星

野端酒店 森田鍼灸整骨院

㈱セイコー鶴山店

阪本町

阪本町 辻中薬局

ヘアーサロン シラハマ 山本商店

冨尾石油株式会社 デイリーカナート鶴山台店

ポプラ和泉阪本町店 ローソン鶴山台店

下宮町

ノス ジ

テクノステージ

飯阪石油商会 至福のランチ

善正町

善正町 町

町寺田町

寺田町

株式会社 国華園 タイコー堂薬局 和泉店

(株)ダイエー マルナカ和泉店

太町

太町 やまもと米酒店

パーマＨＯＵＳＥ いずみ

ウエルシア和泉鶴山台店

町

富秋町

Ｂａｓｉｌ Ｂａｓｉｌ マスノ

株式会社 柴田サイクルセンター モスバーガー第２阪和和泉店

ＴＳＵＴＡＹＡ和泉２６号線店

坪井町 とりかわ権兵衛 和泉店

有限会社 カキモトコーポレーション ドン・キホーテ和泉店

鶴山台

利

南面利町

花松園芸生花店 井上酒店

中華料理 シルクロード

レストランＱ

町

納花町

理容「幸」 ローソン和泉納花町店

サン美容室 河内らーめん喜神

ユニオンシューズ スーパーセンター オークワ和泉納花店
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み

みのぞみ

のぞみ

野野

野 川

川春木川町

春木川町

制服の店 マスダ 和泉中央店 ｃａｆｅレストラン花菜・薪窯パン花菜おに工房

業務スーパー和泉のぞみ野店

ジョリ ジョリ 町

町繁和町

繁和町

グラスハウス オオシマ 石塚ふとん店

cafe Sweet Home

株式会社 和泉杏林

本

東阪本町

ヘアーサロン 大阪館 市川クリーニング

クスリ キリン堂 のぞみ野店

西友 のぞみ野店

町

肥子町

ノムラクリーニング のぞみ店 イオン和泉府中店

イオン和泉府中店専門店

別紙

伯太町 スギ薬局 和泉府中店

濵田歯科医院 リビングアート ヤマグチ

ミックイノウエ伯太店

そら鍼灸整骨院

町

久井町

Ｖｉ Ｓｏｒａ ～トータル ビューティ サロン ～ 大森屋

ウエルシア和泉伯太店 ノムラクリーニング 久井店

ローソン和泉伯太四丁目店

フレッシュマート サンパール

町

平井町

オレンジ薬局信太山店 ウエルシア和泉納花店

桜珈琲 和泉中央店

が

がはつが

はつが

野

野

ＡＮＴＩＱＵＡ ＴＲＥＥ ＣＡＦＥ

町

伏屋町

フォトスタジオ アンティーク カーコンビニ倶楽部 株式会社 サンエー自動車

餡焚き屋中井はつが野本店 ローソン和泉伏屋町店

楽食 居酒屋 隣善

春木町 ＫＯＨＹＯ 光明池店

ローソン 和泉春木町店 ワンカルビ 光明池店

ローソン和泉春木南店 日産大阪販売株式会社 光明池店

ダイソー エムズコート光明池店
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府中町

府中町

サイクルヒーロー 和泉店 髙橋園芸

ココカラファイン 和泉府中店 万代 和泉府中店

株式会社 コノミヤ 和泉府中店 ドラッグセイムス和泉府中店

すみれ補聴器 中森クリーニング

地産旬食ダイニング あかざわ パン工房 ＮＩＣＯＬ

写真のマツガミ トーク薬局

キッチン カフェ ミユキ 電化の店 ふちゅう

マルゼン楽器店 お好み焼 ナンバーワン

高原洋品店 府中薬店

趣味のおはきもの ふなこし ニュー喜久家

あ！マンナ 宝石・時計 かわばた

さくらんぼ メガネの愛眼 和泉府中店

大畑印章店 セブン－イレブンハートインＪＲ和泉府中駅改札口

フジワラ時計店 (株)ナイスツーリスト

コシモ化粧品店 フォトスタジオ ニシツジ

大阪王将 和泉府中店 和食さと 和泉府中店

カフェ パーセント セブン－イレブンＪＲ和泉府中駅西口

パン工房 ぺぺ・とと 丸一駐輪場

フローリスト 花人 薬用エステ＆こだわり肌粧品の店サカエ

珈琲館 薔薇屋 丸福商店

ききょうや アイシティ府中

コシモ薬局本店 ファミリー葬 和泉店

新日本ミュージック株式会社

クレメガネ 本店

町

仏並町

バンビ― 全日食横山店（池田ストア）

リラックスハンズ

日本料理 みやこ 万町

チーズケーキの店 Ａｎｇｅ (株)しまむら ファッションセンターしまむら 和泉万町店

飯坂食糧 メガネの愛眼 和泉万町店

サロン・ド・たんぽぽ。 万代 和泉万町店

岡已之 ココカラファイン 和泉万町店

遊食彩宴居酒屋Ｊａｍｂｏ家 和食ダイニング 田田

和泉市シルバー人材センター 菓子工房 Ｔ.ＹＯＫＯＧＡＷＡ

理容大阪館 サイクルショップＰＯＮＹ

ピュアブルーヘアー ノムラクリーニング 和泉中央店

川端自転車店
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箕形町

ＳＥＥＫ（シーク）美容室 ジャングルジャングル 和泉大型良品館

ローソン 和泉箕形町店 ＡＢＣ－ＭＡＲＴ コムボックス光明池店

ＨＡＩＲ’Ｓ ＳＡＲＡ メガネの愛眼 ダイエー光明池店

ＮＡＰＦＩＥＬＤ 株式会社 不二家

ノムラクリーニング 光明池店

緑ヶ丘 株式会社 エディオン ダイエー光明池店

田中観光センター

ノムラクリーニング 緑ヶ丘店

町

弥生町

青木松風庵 和泉店

室堂町 富屋電化 和泉丘陵支店

ウエルシアＣＯＭＢＯＸ光明池店

(株)しまむら ファッションセンターしまむらダイエー光明池店

町

和気町

(株)しまむら バースデイ ダイエー光明池店 ジャパン和泉店

ウエルシア和泉光明池駅前店 油甚 和気店

産直焼肉ビーファーズ 光明池店 西松屋チェーン 和泉店

ホームセンター コーナン 和泉中央店 ポパイ薬局

ハム・ソーセージ工房 ムッシュのデリカ アメリカ村たこ焼甲賀流

ごはんカフェ クローバー 和泉タクシー株式会社

サイクルベースあさひ コムボックス光明池店 ドラッグコスモス和泉和気店

松源 コムボックス光明池店 ココカラファイン薬局 和泉市立総合医療センター店

(株)ユニクロ コムボックス光明池店 タイヤ館 和泉

宮脇書店 コムボックス光明池店 ウエルシア和泉和気店

西松屋チェーン コムボックス光明池店 ノムラクリーニング 和気店

Ｊｏｓｈｉｎ 光明池店

マックハウスＳ・Ｓ・Ｆ

町

和田町

ＥＣＣ外語学院 光明池校 メガネのセンコー

ビジョンメガネ 光明池店 松源 光明池店 ※2019年11月下旬～リニューアルオープン予定

スポーツオーソリティ コムボックス光明池店 スギ薬局 和泉和田店

(株)ダイエー光明池店

日本調剤光明池薬局

タリーズコーヒー光明池店

ファミリーマート光明池南店

ダイソー ダイエー光明池店


