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――― あま咲きコインが使えるお店 ―――                

 

令和 4 年 4 月 14 日現在の内容です。最新の情報は Web サイトをご覧ください。 

 中 央 地 区 ・ 

＜飲食＞ 

味の民芸尼崎店 

Anime‐Freak.cafe～のんあるたまり Bar～ 

尼崎焼きそばセンター 

アマサカバ 

磯丸水産 尼崎中央商店街店 

インド・ネパール料理 ベトガト 

VinVinBAL 

大手橋食堂 

かつ丼 吉兵衛 尼崎市役所前店 

かつや尼崎西難波店 

かに食べ放題 どきどき水産 阪神尼崎店 

カラオケ居酒屋美惠 

花梨麻婆麺 

カレーハウス COCO 壱番屋 阪神尼崎駅前店 

がんこ 尼崎店 

きくや 

喫茶グリーン 

きらく 

珈琲屋コロンビア 

韓国厨房コリアンビストロソー 尼崎店 

再来 

ジャパニーズ・ダイニング 大はま 

シャンティかんだ 甘露園 

旬味千菜蓮こん 

鮨・酒・肴 杉玉 阪神尼崎 

創肴旬菜はじめ 

創作炭火ビストロジャパン 

駄菓子ダイニング ぶーびーぶー （BooBeeBoo） 

立呑みあほや 

チーターズ・ハンターズ 

厨房酒場まるみ 

出屋敷駅の下食堂 まんてん 

堂島カレー 尼崎店 

どさん子大将 

鳥良商店 尼崎中央商店街店 

なごみ屋 

なないろカフェ 

ニチコラボ 

nemo×夢 kitchen 

ノーベル商店劇場 

ふくみ屋 尼崎店 

双葉寿司 尼崎本店 

本格炭焼とりいち 

マツタケ食堂 

都ホテル 尼崎 宴会 

都ホテル尼崎 ザ・ラウンジアンドケーキショップ 

都ホテル尼崎 スカイバートップ・オブ・クリスタル 

都ホテル尼崎 中国料理 四川 

都ホテル尼崎 鉄板焼 貴布祢 

都ホテル尼崎 日本料理 つのくに 

都ホテル尼崎 レストラン アゼリア 

麺家 徳 

焼肉 Dining Tesu 

焼肉問屋 闇市 

焼肉福福 尼崎店 

や台ずし阪神尼崎駅北口町 

ラーメン大戦争 尼崎店 

リトルキッチンかなちゃん 

 

＜物販＞ 

a little bakery＋ 

ICECLIMBER 

亜細亜屋 

株式会社あだち電気 

アッチャンノカラアゲヤ×ヤキトリトリジュウ 

AD サイクル 

アフロ―ディア花音 

あまがし 

いちとく 

内田電器 

ウッドクラフト free edge 

えん蛸 

大島時計店 

お菓子の白光堂 

お惣菜・お弁当 モンフーズ 

お仏壇の浜屋 尼崎店 

学生服リユースＳｈｏｐ さくらや尼崎 

菓の蔵 

カムイ調剤薬局 

ココカラファインアマスタアマセン店 

小西商店 

コノミヤ尼崎店 

さかな館 

さくさく屋 

サンドラッグ 阪神尼崎店 

三和食肉株式会社 

写真のピンクのうさぎ 

シャンティ神田 

シューズいのうえ 

シューズショップ FUJIYA 

じゅうす農園 

Shoes hall 

じゅえる花子 

スーパーオオジ 西難波店 

菅原屋 

スギ薬局 尼崎三和店 

スギ薬局 阪神尼崎駅前店 

スギ薬局 阪神尼崎店 

スタジアム 

ストリート阪神尼崎店 

創作呉服たかにし アマスタアマセン支店きもの専門店 

大黒屋 

大正石油株式会社 R43 尼崎 SS 

茶舗 中村園 

中央モデル 

津田正昭米穀店 

T-STYLE 

TIRANA-COUTURE 

デイリーファッションパレット 阪神尼崎店 

時本ミシン商会 

DONOBAN 本店 

鳥さか 

肉福 

ニシダヤ 三和店 

ニシダヤ  中央店 

日新天ぷら店 

ハマモトサイクル 

パンのなかはら 

BOOKOFF 尼崎東難波店 

ブティック マドンナ 

Plus one 

フラワーショップ鳳凰 

フラワーショップ細谷 

フルーツうまいや 

文具・雑貨 ヨシヤ 

ペットスタイル 阪神尼崎店 

宝石・時計のイシガミ アマセン店 

ほっかほっか亭 尼崎昭和通店 

ほっかほっか亭 尼崎西難波店 

ホンダカーズ尼崎 中央店 

ます屋 

マツカ帽子店 

まつ清呉服店 

マルコシ中央店 

マルシゲ 尼崎三和店 

マルフジ 

meat0298 

メガネのアマガン センター店 

メガネのイシガミ 尼崎メガネ店 

メガネのイシガミ 三和店 

めがねのニチズイ 

モンセ分店薬局 

Yama. 

洋服の青山 尼崎総本店 

ラブリー 

レディス＆チャイルド まつや 

ロリアンクレープ 

ワンワン屋 

 

＜体験・その他＞ 

尼崎市中小企業センターパソコン教室 

尼崎市立中央北生涯学習プラザ 

尼崎立花整骨院 

ALLURE dance studio 

おそうじ本舗尼崎園田店 

カットスタジオ アッシュ 三和店 

ＫＳオート 

さくら咲く整骨院 

salon de LKJ 

サンシビック尼崎 

ジェニー 

脱毛サロン ルチアーノ尼崎店 

天﨑柔道接骨院 

ニナクル.terra 

福村整体院 

ヘアーサロン木下 

HAIR MAKE Dizzy 

ペットサロン・モコ 

ほぐしの楽田阪神尼崎駅前 

ほぐしや和 

街のほぐし屋さん 

moli nail 

 

＜宿泊＞ 

都ホテル尼崎 宿泊 

ワイズホテル阪神尼崎駅前 

 

＜観光＞ 

あまがさき観光案内所 

尼崎城 

特定非営利活動法人シンフォニー 

 

 

 小 田 地 区 。 

＜飲食＞ 

あたた 

AMA‐NO 

アマの焼肉 ニューじゅん亭 尼崎駅前パーク 

ama サラダ 

アンテナショップ フジナガ 

市場食堂 

お好み酒場てつ 

お好み焼き 友 

お食事処 駒川 

OTTO  CERVO 

折尾 

割烹小松 

カフェ&デリカテッセン アーリーバード 

カフェ & レストランウエストリバー（ホテルヴィスキオ尼崎） 

からあげ専門店 つばさ 

からから 

カレーハウス COCO 壱番屋 尼崎潮江店 

GANDHI PALACE ＪＲ尼崎駅前店 

餃子食堂マルケン JR 尼崎店 

串揚げ梵 

酒道場 

紫菜野 

下坂部寿し藤 

しょう菜&グレース 

寿司なかがわ 

寿し安 

寿司安 

スパニッシュバル アクスリー 

創作酒場 作 

sol et umbra 

たこ焼き 和 YAMATO 

たこ焼き・唐揚げ やきやき レミ 

鳥大 

ティアラ 

鶏力 JR 尼崎店 
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natural marche Hare Bare 

花満円 イオン尼崎店  

花水季 

Mr.burrito 

ミッキー 

麺ハウス くらら 

yaggi しょくどう 

やきとり まさや 杭瀬店 

やきとり まさや JR 尼崎東店 

やきとり まさや JR 尼崎西店 

焼肉きんぐ 尼崎長洲店 

焼肉くにき屋 

柳屋 

やん家 

Yorozu 屋 山翔 

LianLaso 

和食さと 杭瀬店 

和食さと 久々知店 

和風らーめん 夢こばち 

ワンカルビ尼崎店 

 

＜物販＞ 

アウトドアショップフラテッリイト 

尼崎駅前マルゼン薬局 

尼の丼丸 西長洲店 

AL STORE KOBE 

いそだ商店 

イチバ薬局 

一本堂 尼崎店 

via della SPIGA 

WINーWIN SHOP 

エディオン JR 尼崎駅店 

園芸屋 たなか 

大西自転車商会 

おかしのデパートよしや 杭瀬店 

御菓子司 寶屋遊亀 

甘露園 Yotte 杭瀬店 

きくや薬局 

きてや杭瀬店 

キリン堂 0699 尼崎次屋店 

コーデン社 

ココカラファイン杭瀬店 

サンドラッグ 尼崎潮江店 

ジャパン尼崎東店 

珠宝堂 

上新電機株式会社 尼崎杭瀬店 

スギドラッグ 尼崎久々知店 

スギドラッグ 尼崎西長洲店 

スギ薬局 尼崎潮江店 

創作呉服たかにし 本店 

創作呉服たかにし フレッシュコア店 

タイモスポーツ 

ダイワサイクル杭瀬店 

ダイワスポーツ 

タガシラ時計店 

つるや支店 

デイリーファッションパレット イオン尼崎店 

寺阪自動車 

Toy Craft 

ドラッグコスモス 長洲本通店 

鶏笑 尼崎長洲本通店 

ニシイチ薬局 アミング潮江店 

ひよこのケーキ屋 

ひらの有限会社 

ブティック シンキ 尼崎店 

フラワーショップみずほ アミング潮江 

フレッシュとも 

フローリスト AUTUMN 

ボタニカルショップ Ricolo  

ホンダカーズ尼崎 近松店 

まいどおなじみ伊藤青果 

街の果樹園 

メガネ SHOP アイ尼崎店 

メガネの愛眼 尼崎次屋店 

メガネの三城 杭瀬店 

柳屋本店 

やまや 尼崎杭瀬店 

やまや 尼崎額田店 

（有）ヒューマン日商電機 

洋服の青山 尼崎下坂部店 

ライフォート小川店 

 

＜体験・その他＞ 

Eyelash Salon M 

尼崎市自動車整備協業組合 

尼崎市立小田北生涯学習プラザ 

尼崎市立小田南生涯学習プラザ 

aroma space Ai 

ECC ジュニア神崎町教室 

インディバサロンリプライズ 

太田川口法律事務所 

尾崎パソコン教室 

小田体育館 

グリタモード 

化粧品の店 りら 

整体×水素アクティブスイッチ 

長洲温泉 

ぬくもりサロンるるど 

はり灸治療院ねこの手 

フェイシャルエステサロン nest+ 

ふじた鍼灸整骨院 

hair care salon Schon 

ベイコム総合体育館（記念公園内） 

まつ毛とまゆ毛の専門店 Piece 

みうら鍼灸整骨院 

武藤登山ガイド事務所 

ゆ～もあらんど福栄 

わだち 

 

 大 庄 地 区 ・ 

＜飲食＞ 

居酒屋 安 

カレーハウス COCO 壱番屋 尼崎大庄西町店 

クオーレ 

Sandwich home 

立ち呑み 酒豪 

立呑み 中田商店 

天丼天ぷら本舗さん天尼崎立花店 

友衛 

中島南店 

西佐本店 SAKAYA be BAR243 

honey bee cafe 

まんだら家 

らーめん BAR 歌舞伎 

 

＜物販＞ 

越智時計店 

家具･インテリア雑貨の店ｓｔａｒ．（スター） 

かねちゃんのキムチ 

グルメシティ 尼崎大庄店 

グルメシティ 西大島店 

コーナン PRO 尼崎大庄店 

サンミ調剤薬局 

清水米穀店 

ジャパン尼崎元浜店 

スーパーオートバックス４３道意店 

東京靴流通センター 尼崎浜田店 

ドラッグコスモス 大庄西町店 

中島電器 

平民堂薬局 東大島本店 

ホームセンターコーナン尼崎道意町店 

ほっかほっか亭東大島店 

メナードフェイシャルサロン武庫川東 

薬局ジャパンファーマシー 尼崎北店 

洋食のらくろ 

ライフォート武庫川店 

 

＜体験・その他＞ 

尼崎市立大庄北生涯学習プラザ 

ACE BOXING CLUB 

大庄体育館 

小顔＆よもぎ蒸しムーンシード 

シンコー美容室 

スマホなおし太郎 尼崎店 

東大島接骨院鍼灸院 

Hot Lip hair 

友利合格研究所 

Ryuzaki 鍼灸院 

 

 

 立 花 地 区 ・ 

＜飲食＞ 

遊び Bar キリン 

尼崎野菜のイタリア料理 ベルドゥーラ 

アリクイ食堂 

居肴屋 和くわく 

イタリアン Bar No の 

いろは 

インドラディップ 

with K 

風車の郷 

菓子工房ぷちぷちアンサンブル 

kappo 岩もと 

カナキッチン 

Cafe&Sweets めばえ 

cafe カーミング 

Cafe Holo i Mua 

CafeyaSun 

カレーハウス COCO 壱番屋 尼崎錦橋店 

カレーハウス CoCo 壱番屋 阪急塚口駅北口店 

餃子食堂マルケン JR 立花駅前店 

餃子食堂マルケン阪急塚口駅前店 

久太郎塚口店 

クレープハウス メリールウ 

くわ焼 匠 

ケーキ工房ワタナベ 

コニシ酒販 JR 立花駅前店 

Ｃｏｍｍｉｅ Ｃｕｒｒｙ 

サーティワンつかしん店 

肴 旬彩 和顔（わげん） 

酒処 雲 

薩摩郷土料理 割烹 結 

SANG Music  bar 

3 代目鳥メロ JR 立花駅前店 

焙煎工房マルイ  自家焙煎珈琲豆販売専門店 

四季料理学校 

しろくまストア 阪急塚口店 

スタンド亀六 

すっぽん料理 遠山 

炭火焼鳥 鶏拓 

炭火焼き鳥 よりみちや 

炭火やきとり しゅらく 

精肉 お弁当 お惣菜 じゅん亭 

寿司割烹 染わか 

Sorriso 

立憩酒 だい九 

Dining&Bar PRIMAVERA 

ダイニングバーブルーム 

駄菓子屋バー ドロップ 

立ち呑み処 葵 

立呑処 牧商店 

中華ダイニング 白川 

中華麺食 味良久 

中華料理アメちゃん 

中國菜裕華 

眞味亭 

定食中華マミィ 

鉄板ダイニング 千の家 

TRATTORIA  BOSCO 

鶏力 立花店 

名もなきラーメン 尼崎店 

ねこのひげ 

herdy’ｓ 

Bar Bull 本店 

Pa'ina Wharf 

八剣伝 立花駅南店 

花満円 つかしん店 

花山葵 

浜焼太郎 立花駅前店 

晴れたらいいね 

美食クラブ まさき家 

ビストロ タンオタン 

星屋 

ホルモン ワイン プコチーニ 

正宗屋 

松葉寿司 

丸久寿司 

ミッテラン 3 世 

麺家 徳 塚口店 

もつ鍋・ちりとり鍋 希 
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焼鳥居酒屋どんと 

やきにく じゅん亭 塚口本店 

焼肉ひじり 

焼肉ホルモンつむぎ 

や台ずし立花駅北口町 

La VIGORIA 

ラーメン 東昇軒 

楽食酒家たお 

レストランふらいぱん 

六段 

和食さと 立花店 

和食や雑っ草 

ワンカルビ尼崎七松店 

 

＜物販＞ 

あっちゃんのからあげ屋つかしん店 

あっちゃん弁当塚口店 

あっちゃん弁当 武庫之荘店 

阿波電器 

一番寿司 

魚里本家 

ABC 自転車 

エステティック&コスメティックしらかば塚口店 

エディオン 立花店 

エディオン 塚口店 

エディオンイズミデンキ 

江藤自動車 

御菓子司 旭堂本店 

お菓子の専門店 まるしげ立花店 

おきな書房 

お仏壇の浜屋 尼崎市役所前店 

かぁちゃん弁当 

梯米穀店 

株式会社みどりカメラ 

株式会社三電社 塚口北店 

から揚げの天才 立花店 

牛兆 つかしん店 

キリン堂 1095 尼崎三反田店 

キリン堂 0283 尼崎東七松店 

靴のマルワ 

黒沢生花店 

ココカラファイン立花北口店 

小林書店 

ゴルフインパクト 

彩花苑富松店 

彩花苑本店 

サンペール本店 

自転車とミニ四駆のサイクルゲッター 

シューズショップ タイガー 

シューズショップ タツミ 

上新電機株式会社 つかしん店 

白い虹 安心堂とうふ店 

スーパーオオジ 尾浜店 

スーパーオオジ 塚口店 

スーパーオオジ 富松店 

スギドラッグ 尼崎西立花店 

スギドラッグ 尼崎南七松店 

スギドラッグ 南塚口店 

スギ薬局 上ノ島店 

スシマス立花店 

ストリート立花店 

大宝電器 

ダイワサイクル STYLE つかしん店 

ダイワサイクル山幹通り店 

高山堂 武庫之荘店 

立花自転車店 

立花ヘルス薬店 

辰川はきもの店 

Dacco 

手焼き煎餅の店 中田屋 

トミヤ寝具店 

ドラッグセガミ塚口店 

とらや洋品店 

中野酒類販売（株） 

ナンバサイクル 

ニシイチドラッグ 健康館 つかしん店 

ニシイチ薬局 尾浜本店 

人形のよし井 

ノウムベーカリー 

ノエルブランシェ 

ノエルヤマモト 塚口店 

パティスリー セクブブレ 

ハリマ堂化粧品店本店 

ハリマ堂ジョイタウン店 

パレット立花店 

ひろしまや 立花 

FuNBooth 立花店 

BOUTIQUE‐Bun 

ブティックモード 

フルーツ タナカ 

フレッシュしみず本店 

PRO BASKETBALLSHOP PLAYHOOP 

ベーカリーレーブ＆mama REVE 

ペットのコンビニぷちぷち 

宝飾 時計 メガネ 竹岡 

BOTANICAL AZURE 

マサゴ楽器 

マリンクエスト 

メガネのアマガン 立花店 

メガネのたかはし 阪急塚口店 

メガネのマトバ つかしん店 

モコ 

MoMo 

森本食品 

薬膳茶サロン ao＊ 

安江輪業 

山本米穀店 

やまや 尼崎水堂店 

やまや 富松町店 

ユーミー化粧品店 

ユニクロ つかしん店 

ライオン屋塚口店 

ライフォート南塚口店 

わいん おさけ いこま 

 

＜体験・その他＞ 

i:Ne 

尼崎市立立花北生涯学習プラザ 

尼崎市立立花南生涯学習プラザ 

イルチブレインヨガ立花スタジオ 

うえだ整骨院 

永楽亭 

ale 

えなみ鍼灸整骨院 

オステオパシー治療室 inipi 

オルガティオギャラリー 

温活サロン 花ひろば 

佳嘉家 美容室 

かたの鍼灸整骨院 

カットスタジオロング 

勝谷医院 

カブラボ 

Kara‐Kuri Bisho 

岩塩 和らかの湯 

GUSK 

クリーニング ホワイト急便ファミリー店 

健康美肌らぼ 

賢明塾 

ゴトウ畳内装 

さくら整骨院 

紗楽（SARAKU）鍼灸院 

シティスポーツクラブ尼崎 WOODY 

JIN 治療院 

鈴木クリニック 

Studio Esdur 

スタジオクローバー 

整骨院 Bond 

立花カメラ 

立花体育館 

電脳教室ガジェット 

NILLU 阪急塚口店 

パークマネジメント尼崎 

パーソナルケア鍼灸整体院 

濱田運動神経スタジオ ～ハマスタ～ 

バリウスゴルフスクール 

HALU 鍼灸整骨院 

阪神オートモーティブ 

ビューティエステティックサロン cherie 

兵庫県弁護士会阪神支部 

美容室 S.Burn 

ヘアークラブアミューズ 

ヘアークリエイティブ ノーヴァ 

Hair Studio Monaco 

ベンリー尼崎市役所前店 

訪問看護 けあリズム 

ほぐせーる 

まいんど 

巻き爪ケア＆ドイツ式フットケア タッタ・ソール 

メディカルヘルススタジオ 鍼灸美容サロン Classical 

メディカルヘルススタジオ 脳梗塞リハビリステーション PROGRESS 

メディカルヘルススタジオ medical pilates YOLO 

ユアコーナー 

ゆう整骨院 

楽天モバイルつかしん店 

Ratuna hair 

レディースエステ Avenir 

 

 武 庫 地 区 ・ 

＜飲食＞ 

うおひろ 

越前手打ちそば そばーず 2nd 

お好み焼き小町 

おばんざい居酒屋おふくろ亭 

cagmag 

カフェ ぷろぽ 

かぼちゃ 

カレーとクラフトビール ロンロン 

カレーハウス CoCo 壱番屋 尼崎西昆陽店 

餃子食堂マルケン武庫之荘店 

きんのぶた武庫之荘店 

串揚酒場 かわ神 

コーヒーショップサムサラ 

サーティワン武庫之荘店 

魚と燻製の店さんばんや 

三代目たっちゃん 

鮨・酒・肴 杉玉 阪急武庫之荘駅 

寿司・日本料理 うを治 

炭火焼鳥専門店 あみや 武庫之荘店 

炭火焼肉ハマン 

創作鉄板焼 ももふく 

とんぼや 

ながたに家 

ハピネス 

広島風 お好み焼き ゆうか 

ふらい亭 

マンサクモデルナ 

焼鳥和風居酒屋かめにい 

やきにく じゅん亭 武庫之荘店 

よし道 

らあ麺 一帆 

ロカボカフェ An's 

和食さと 武庫之荘店 

 

＜物販＞ 

e.アンデルセン 

エステティック&コスメティックしらかば本店 

お好み焼き・たこ焼き 望福（みふく） 

株式会社ミツワ電化 

キリン堂 0374 武庫之荘店 

クラフトガレージ 

工場 一帆 

米よし 大長米穀店 

彩花苑武庫之荘店 

サラダ館武庫常松店 マツヰ酒店 

サンドラッグ 武庫之荘店 

THE EARTH BIKES 

地酒倶楽・武庫之荘 

ジジフルール 

ジャパン尼崎店 

スギドラッグ 尼崎水堂町店 

スギドラッグ 南武庫之荘店 

スギ薬局 武庫之荘店 

スズキ武庫之荘 

Soko 

つり具のブンブン西昆陽店 

TK auto 

寺沢商店 

東京靴流通センター 南武庫之荘店 

時友畳商店 

ドラッグコスモス 南武庫之荘店 
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ニシイチドラッグ 健康館 武庫之荘店 

パレット武庫之荘店 

パン屋ひなた 

兵庫六甲農業協同組合 農協市場館ほんまもん武庫の郷 

ファミリーサイクル大西 

ブティックＯＦＦＴＩＭＥ 

ブティックマミー 

フラワーショップしんかえん 

プリン倉庫 MAKANAIYA 

フローラ はなよし 

HEDGE 武庫之荘店 

マサヤ化粧品店 

松井商店 

マル印ノモト 

みのや飼育園 Ｆｉｓｈ＆Ｂｉｒｄ 

メガネの KENT 

メナードフェイシャルサロンノオラ 

もぐもぐ武庫之荘店 

モンマルシェ西武庫本店 

焼きドーナツ専門店 MilkBaby 

れいゆぅる rayures 

 

＜体験・その他＞ 

Aoyama 鍼灸整骨院 

a‐z.hair 

あずま整骨院 

尼崎市立武庫西生涯学習プラザ 

尼崎市立武庫東生涯学習プラザ 

Un Conte 

犬の美容室 セバスチャン 

エステティックサロン 碧～あお～ 

Cut&Spa Silk 

カットハウスヒロタ 

くわえ鍼灸整骨院 

個人塾スタゼロ 

コラボ＆スタッド学習塾 

The Jolly You 

St.Moritz 建築設計 Office 

SHERIN 

住まいづくりファイナンシャルプランナー 

ティップネス武庫之荘 

ドッグビューティーサロン ELLE 

ナースの予防医学ケアサロン ANTIQUE ROSE 

はな整体院（女性専用） 

花 hana flower school 

Halnoie(はるのいえ） 

平島工務店 

FreyaTotalBeautySalon 

ポーラ ザ ビューティ武庫之荘店 

ミウラはり灸漢方院 

みつばちの美容室 

武庫体育館 

メナードフェイシャルサロン メニアングル 

悠々庵 

ラ・メール 

リラクゼーションサロン せいらん 

ワイズ鍼灸整骨院 

 

 園 田 地 区 ・ 

＜飲食＞ 

i10 号倉庫 GARAGE CAFE&PIZZA 

馬なり 

GABU 

釜楽うどん 三心 

餃子 PLUS 

くろ潮まる 

珈琲＆Bar  Alive 

米と天ぷら悠々 

小料理 KONDO 

酒処 遊々 

四季料理 薫 Kaoru  

ジョニーのからあげ尼崎塚口店 

炭火焼鳥いろは 

炭火焼鳥 とさか屋 

大衆イタリア食堂 アレグロ 塚口駅前店 

たがわ 

ななまる食堂 

にくまる 塚口店 

華の居酒屋 幸ぜん 

バルバルキッチンアメリ 

ふらっとカフェ 

BLANC'O 酒蔵 SAKE 食堂 

保護猫かふぇリアン 

MOUND A MOUTH 

まるこ 

焼き鳥ダイニング 鶏 BUTE 

焼肉いこい 

焼肉じん 

や台ずし園田駅前町 

ラーメン 東雲亭 

ラーメン東雲亭 園田店 

レストラン ZOO 

炉端のじんべえ 

和琉酒房 結 

 

＜物販＞ 

あっちゃんのからあげ屋 

Apricus 

INOUE 本店 

ecoeat 阪急塚口店 

お仏壇の浜屋 尼崎東園田店 

片岡デンキ塚口 

キリン堂 1031 尼崎東店 

健足工房 

ココカラファイン JR 塚口店 

三栄石油株式会社 

サンペール南店 

ジャパン塚口店 

シルバー園芸 本店 

スギドラッグ 東園田店 

スギ薬局 上坂部店 

そーいんぐ・すていしょんコミニカ 

園田寝装店 

ダイエー 塚口店 

ダイハン書房 本店 

高山堂 園田店 

寺内時計店 

田野電化 

チャリティショップふくる 

ドラッグサントップ 

中井商店 

中村眼鏡店 園田店 

生豆本舗 

ピースオート 

ファームマート 

ファミリア薬店 

ベーカリー・レジュール 

ほっかほっか亭 南塚口店 

本家かまどや 御園店 

メガネの愛眼 塚口店 

メガネの三城 塚口店 

山田茶園 

やまや 尼崎園田店 

読売センター園田 

有限会社シルバー園芸 プラザ店 

よろず屋みんなの生活護り隊 

ライフォート食満店 

ラウレアキッチン 

 

＜体験・その他＞ 

アーナンダー リンパサロン 

浅木畳店 

足つぼボディケア あんよ 

尼崎市立園田西生涯学習プラザ 

尼崎市立園田東生涯学習プラザ 

ulu -ウル- 

カーバイキング 

カノン整骨院 

くろしお美容室 

柴田表具店 

Shine Musical Studio 

スタジオウィズ 

Studio SOUL BLEND 

園田ソーシャルデザイン 

園田体育館 

タイヤ交換専門店 DUO TIRE LOUNGE 尼崎園田店 

たかこの鍼 

塚口 シマダ写真店 

ティップネス塚口 

徳山モータース 

nailsalon calme's 

パスポート写真スタジオ（尼崎） 

BATTERY VIERRA 塚口店 

viva ピラティス 

PhotoAccess Ray 

hair&relaxation HISUI 

POLA Blossom 

ほけんの救助隊 

maison de M～肌質改善・ハイフ・毛穴専門店～ 

メナードフェイシャルサロン ノオラルモ 

メナードフェイシャルサロン フランマロー 

森川内科クリニック 

lucil VIERRA 塚口店 

ルルド鍼灸 

レンタルルーム studio tetote 

 

 あ ま が さ き キ ュ ー ズ モ ー ル ・ 

＜飲食＞ 

炙り肉重・ステーキ重 明尚苑 

あまどん 

うおまん 

踊りだこ 

おむらいす亭 

希望軒 

サーティワンアイスクリーム 

SUBWAY 

サンマルクカフェ 

すみび 和くら 

蕎麦一献 げん 

茶の彩 

天ぷら天助 

どうとんぼり神座 

PIER 30 GRILL 

福島上等カレー 

フレッシュネスバーガー あまがさきキューズモール店 

ミスタードーナツ 

MOMI&TOY'S 

焼肉 しずる 

 

＜物販＞ 

アイシティ 

axes femme 

HOUR GLASS 尼崎店 

ikka/LBC 

ABC‐MART/ABC‐MART SPORTS 

any SiS 

aimerfeel 

OZZ paradise 

calm lanka 

karasade by ANAHITA STONES 

q.b.c Aqua 

GRANSAC'S 

green parks topic 

grace 

cloverleaf 

grove 

ゲンキ・キッズ 

COQULE 

ココカラファイン 

conoka 

THE CLOCK HOUSE 

THE SHOP TK 

G.U. 

JINS 

成城石井 

Zoff 

210nouve 

東急ハンズ 

drug store's SHOP 

ナチュラルガーデン 

niko and．．． 

Honeys 

Honey Pop 

パリミキ 

P.S.FA 

PINKHUNT 

form forma 

ブランシェス 

Blue in Green 

帽子屋フレイヴァ 
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掘り出しマーケット NICOMAR 

ミズノウェルネスショップ 

無印良品 

ユニクロ 

Le Miel 

la melange 

流儀圧搾 

Louise 

ROBSONｓｔ. 

 

＜体験・その他＞ 

ａｕＳｔｙｌｅあまがさきキューズモール 

ソワンド・セレネ 

Dr.ストレッチ 

BeautyFace & Beauty eyelash 

美容室イレブンカット 

ＵＱスポット 

楽天モバイル 

 

 そ の 他 ・ 

＜物販＞ 

自由多幸寿-LIBRE- 

 

＜体験・その他＞ 

アーナンダー リンパサロン 

tayutayu family 

hana photographer 


