
※大型店舗内のテナント店舗は、業種（飲食店・衣料・身の回り品扱店など）にかかわらず、
全店舗共通券のみのご利用となる場合があります。詳しくは各店舗でご確認ください。業種別一覧

█◢/ 合鴨専門店香春 城北町2-13-15 サンユーレジャービル1F
█◢/ 居酒屋　吉味屋 大畑町3-9 ジョイフルとんだ
█◢/ 近江焼肉ホルモンすだく　摂津富田店 大畑町3-9 ジョイフルとんだ1F
█◢/ カフェ＆バール　アルベルゴ 紺屋町8-7
█◢/ cafe 373 北柳川町2-1
█◢/ 喫茶館 出丸町2-28
█◢/ 酒蔵島津 芥川町1-10-28
█◢/ Bar Build 高槻町18-9 ヤマムロ第二ビル2F
█◢/ Bistro Le Coin Discret 城北町1-9-6 福寿舎1Ｆ
█◢/ MooM Cafe 北園町15-15 三精ビル3F
█◢/ 遊食酒房なつ 高槻町2-8
█◢/ らふ 高槻町9-20 ブルーピア第一ビル

█◢/ Italian kitchen VANSAN高槻店 高槻町11-9 イバラキヤアネックスビル1F
█◢/ 芋屋常吉 芥川町2-14-6
█◢/ ヴァスコ・ダ・ガマ 芥川町1-2 アクトアモーレC-102
█◢/ ヴァスコ・ダ・ガマ　北園町店 北園町13-30
█◢/ 越後秘蔵麺　無尽蔵　高槻家 白梅町4-3 阪急パーキング館3F ミューズコート内
█◢/ 大阪王将阪急高槻店 城北町2-3-8
█◢/ かごの屋　高槻城東店 城東町2-4
█◢/ ガスト　阪急高槻市駅前 城北町2-1-18
█◢/ からあげ金と銀　高槻富田店 富田町6-8-15
█◢/ 牛角高槻店 高槻町12-15 高槻センター街ビル2F
█◢/ 串焼き　炙 北園町16-22 1F
█◢/ けむり屋牛力 芥川町2-6-16 スカイジャンピビル1F
█◢/ 桜坂ラーメン 高槻町20-3 和田ビル1F
█◢/ 昭龍軒 城北町1-10-8
█◢/ 寿司つるや 深沢本町12-4
█◢/ 暖談 芝生町2-6-26
█◢/ 鶴橋粉舗　てこや摂津富田店 富田町1-6-7 ニシノビル1F
█◢/ 鳥料理　川安 高槻町9-26 クリタビル1F
█◢/ 練り天・おでん　山城 芥川町2-9-11
█◢/ 穂の香　高槻アルプラザ店 芥川町1-2 アルプラザC棟4F
█◢/ やきとり家すみれ高槻店 高槻町14-4 KYOHOビル1F
█◢/ 洋食こっとん 川添2-19-3
█◢/ ローゲンマイヤー高槻店 城北町2-1-18 エミル高槻2F
█◢/ 和ダイニング四季彩  々 芥川町1-10-30

█◢/ アローム高槻店 白梅町4-1 関西スーパー内
█◢/ うっふぷりん高槻駅前店 高槻町15-13
█◢/ 大清酒店 唐崎中2-1-5
█◢/ やまいち水産 柱本新町7-4
█◢/ LaLa-chocolat 城北町2-13-2

█ 関西スーパー高槻店 白梅町4-1
█ 関西スーパー西冠店 西冠3-29-7
█ 関西スーパー宮田店 宮田町1-2-1
█ バロー高槻店 若松町31-1

█◢/ セブン-イレブン高槻大畑町店 大畑町8-5
█◢/ セブン-イレブン高槻庄所町店 庄所町10-10
█◢/ セブン-イレブン高槻城北町一丁目店 城北町1-14-17
█◢/ セブン-イレブン高槻奈佐原元町店 奈佐原元町47-41
█◢/ セブン-イレブン高槻野田2丁目店 野田2-26-2
█◢/ セブン-イレブン高槻宮野町店 宮野町1-9
█◢/ ローソン高槻城南町三丁目店 城南町3-23-7

█◢/ イトミヤ　西冠店 西冠3-29-7 関西ｽｰﾊﾟｰ西冠店内
█◢/ カサブランカ 大蔵司2-3-28
█◢/ スーツセレクト高槻 高槻町18-4
█◢/ The sleep garden 紺屋町2-1 松坂屋高槻店1F
█◢/ 田畑時計店 富田町5-1-18
█◢/ マルシェドブルーエプリュス 城北町2-1-18 エミル高槻1F
█◢/ 有限会社いがや 芥川町2-13-6

█◢/ 有限会社オカモト電化高槻店 大畑町2-7 摂津マンション1F

█ カインズ高槻店 大塚町1-9-3

█◢/ サイクルショップ　デイズ 城南町2-31-1
█◢/ Cycle Shop Ring Life 真上町1-1-18 insist 21 1F
█◢/ サイクルベースあさひ　高槻店 川西町1-33-22

█◢/ カラーフィールド　エミル高槻店 城北町2-1-18 エミル高槻2F
█◢/ メナード化粧品高槻中央販売株式会社 西真上1-28-21
█◢/ メナードフェイシャルサロン高槻城北店 城北町1-4-39 山室屋ビル202

飲食店（テイクアウト無）

飲食店（テイクアウト有）

飲食料品店

スーパーマーケット

コンビニエンスストア

衣料・身の回り品扱店

化粧品店

家電販売店

ホームセンター

自転車店

この一覧に掲載の
お店で使える券種の見方取扱店舗一覧

初版からの追加分① ［101店舗分］ █  全店舗共通券だけ利用できるお店
█◢/ 両方の券が利用できるお店

令和4年10月25日作成 1



理容・美容店
█◢/ ヴィーナス美容室 登町16-15
█◢/ WiLL  DOLL（阪急高槻） 城北町2-3-6
█◢/ WiLL  DRESS（JR高槻） 高槻町13-25 2F
█◢/ ナッツビューティー 昭和台町2-15-10
█◢/ ラグドール 芥川町2-13-26

█ ココカラファインエミル高槻店 城北町2-1-18
█ ココカラファイン薬局JR高槻駅店 白梅町1-1 JR高槻駅2F
█ ココカラファイン高槻川添店 川添2-20-6 フレンドマート1F
█ ココカラファイン薬局 摂津富田店 富田丘町2-2 ステーシア高槻1F
█ 木の実薬局 上田辺町3-12-1F
█ ドラッグストアライフォート高槻浦堂店 浦堂2-29-3
█ ドラッグストアライフォート富田東店 如是町30-14

█◢/ ゲオ高槻浦堂店 浦堂2-10-1
█◢/ ゲオ高槻寿町店 寿町1-7-14
█◢/ トヨタカローラ新大阪　摂津店 柱本南町3-1
█◢/ トヨタカローラ新大阪　高槻店 天王町4-10
█◢/ トヨタカローラ新大阪　南平台店 氷室町1-30-10
█◢/ トヨタカローラ新大阪　南高槻店 深沢町1-26-2
█◢/ 二輪ショップ　鈴創 城南町1-10-27
█◢/ ネッツトヨタ新大阪　高槻店 川西町1-3-1
█◢/ ネッツトヨタ新大阪　赤大路店 赤大路町38-10
█◢/ ふれ愛たかつき 城北町2-1-18 エミル高槻2F
█◢/ ヤマ作 別所中の町1-7

ドラッグストア（薬局含む）

その他（物品販売）

その他（サービス提供）

※大型店舗内のテナント店舗は、業種（飲食店・衣料・身の回り品扱店など）にかかわらず、
全店舗共通券のみのご利用となる場合があります。詳しくは各店舗でご確認ください。業種別一覧

█ ゴルフ５高槻城西店 城西町6-28
█◢/ 高槻天然温泉天神の湯 高槻町16-5 天神温泉ビル4Ｆ
█◢/ 脱毛専門サロン　LUNA 京口町12-9 AnHair店舗内2F
█◢/ 張替工房 宮之川原4-2-4
█◢/ プカプカ 芥川町2-10-11
█◢/ 堀田鍼灸接骨院 富田町2-10-3 シャルムオーキッド1F
█◢/ 村上ペインクリニック・外科 真上町6-30-2
█◢/ 悠然堂整骨院　上牧院 神内2-28-54
█◢/ LIVE HOUSE SHO 庄所町8-32
█◢/ ロキシーミュージックスクール大阪高槻校 北園町18-17 プレジデント北園5F
█◢/ ワークホテルアネックス天神の湯 高槻町16-5 天神温泉ビル1Ｆ

取扱店舗一覧
初版からの追加分① ［101店舗分］

令和4年10月25日作成 2

この一覧に掲載の
お店で使える券種の見方

█  全店舗共通券だけ利用できるお店
█◢/ 両方の券が利用できるお店



※大型店舗内のテナント店舗は、業種（飲食店・衣料・身の回り品扱店など）にかかわらず、
全店舗共通券のみのご利用となる場合があります。詳しくは各店舗でご確認ください。業種別一覧

█◢/ アジアンガーデンダイニング ASAN 芥川町1-7-25
█◢/ 居酒屋あっぷっぷ 庄所町2-24
█◢/ 宇久 城北町2-14-11
█◢/ epi 大畑町16-12 HAビル1F
█◢/ 幸蔵別館玄 富田町1-11-9-201
█◢/ #KOKUBAN 天神町1-8-13
█◢/ 菜 宮之川原4-2-4-104
█◢/ さくら 城北町2-2-24 フェスタ川安102
█◢/ 炭火焼菜蔵 富田町3-18-21-102
█◢/ diningroomGOO 芥川町1-9-14
█◢/ 鶏割烹まことや 高槻町7-12
█◢/ 日本酒ダイニング神楽 富田町1-13-13
█◢/ バルなる家 西真上1-32-6
█◢/ Bistro La Ikkenme 岡本町33-1
█◢/ 本格熟成うどん　一期一麺 城北町1-9-15 永井ビル1F
█◢/ 美かさ 紺屋町3-1 グリーンプラザたかつき3号館B1F
█◢/ midstream 城北町2-14-3-101
█◢/ 焼肉牛豊 富田町1-6-8 佐竹ビル2F
█◢/ 焼肉よしおか 芥川町1-13-22 ロータスハウス1F
█◢/ 屋台居酒屋 大阪 満マル 摂津富田店 富田町1-6-1
█◢/ 屋台居酒屋 大阪 満マル 阪急高槻店 高槻町20-13
█◢/ 楽笑 高槻町13-24
█◢/ リラックスダイニングたご作 城北町1-3-37
█◢/ WAtoWA 高槻町15-3 URGE高槻ビル1F

█◢/ 居酒屋　紬季　（つむぎ） 神内2-28-8
█◢/ 1ポンドのステーキハンバーグタケル 高槻店 城北町2-2-1
█◢/ オイスターバルシェル&シュリンプ 城北町2-11-8 松村ビル1F
█◢/ お好み焼・鉄板焼よしもと本店 芥川町1-8-26
█◢/ お好み焼・鉄板焼よしもと南店（3号店） 高槻町13-14
█◢/ お茶漬け酒場金の穂銀の水 高槻町13-4 三精ビル1F
█◢/ ガスト　高槻東 宮野町47-1
█◢/ 薩摩の牛太　高槻店 土室町15-8
█◢/ カプリチョーザミューズ高槻店 白梅町61-2
█◢/ カレーハウスCoco壱番屋　阪急高槻市駅南口店 城北町2-3-4
█◢/ 銀のさら西真上店 西真上1-32-12
█◢/ クラシック音楽BAR　華ノ音 芥川町1-15-14 2F
█◢/ ココス高槻庄所店 南庄所町87-1
█◢/ 小だるま高槻駅前城北店 城北町2-14-29 清水ビル1F
█◢/ 小だるまJR高槻駅前店 高槻町12-20 1F
█◢/ 小力 沢良木町1-11
█◢/ 三代目石田てっぺい高槻駅前店 高槻町13-24
█◢/ SHEEP かれー HOUSE 松原町7-4
█◢/ しゃぶ葉 高槻西 川西町1-3-5
█◢/ 旬香集灯みこし 塚原4-1-11
█◢/ 四六時中　高槻店 萩之庄3-47-2 イオン高槻店1F
█◢/ 千笑堂 芥川町2-12-15

█◢/ 中華料理　蘭香園 萩之庄3-47-2-1F
█◢/ 鉄板焼らぷらぷ 永楽町3-14
█◢/ 鳥忠 大畑町26-10
█◢/ ニュー花園　富田店 富田町1-9-1
█◢/ のらや高槻店 庄所町9-3
█◢/ hermitgreencafe高槻店 北園町13-21北園ビル1F
█◢/ 八金　高槻店 高槻町12-13 明和ビルB1F
█◢/ 八金　高槻店はなれ 城北町2-5-18 黒田ビル1F
█◢/ 八金　富田店 富田町1-9
█◢/ 808 Curry & Vegetable 芥川町2-14-3 島津ビル1F
█◢/ Patisserie CanneLier 天神町1-5-5
█◢/ はましょう 寿町1-15-2
█◢/ ハラミの向こう側 城北町2-14-24
█◢/ ピザーラ富田店 宮田町2-13-22
█◢/ ビッグボーイ高槻店 城東町308-2
█◢/ ふぐの里 城北町2-11-5 南園ビル2F
█◢/ フロマジェリー&チーズバルカゼウス 古曽部町1-11-20
█◢/ ホルモン焼肉円蔵　高槻店 城北町2-3-18 2F
█◢/ 本からあげ　てん 宮之川原4-2-4
█◢/ 本家　やきとり道場 京口町10-16 YKビル1F
█◢/ 珉珉 大冠町3-22-10
█◢/ モスバーガーカインズ高槻店 大塚町1-9-3
█◢/ 八幡亭 下田部町2-6-25
█◢/ 山内農場 阪急高槻市駅前店 北園町14-15 森本第二ビル2F
█◢/ らーめん鉄心 川添2-3-3
█◢/ 若狭屋 高槻町18-8

█◢/ 白菊屋 柳川町2-3-2
█◢/ 街のみなと　阪急高槻市駅 城北町2-1-18 エミル高槻2F

█ KOHYO阪急高槻店 城北町2-1-18 ミング阪急高槻1F

█◢/ セブン-イレブン高槻安満中の町 安満中の町1-3
█◢/ セブン-イレブン高槻唐崎西1丁目店 唐崎西1-732
█◢/ セブン-イレブン高槻城北通り店 城北町1-2-6
█◢/ セブン-イレブン高槻須賀町店 須賀町47-19
█◢/ セブン-イレブン高槻高槻町店 高槻町12-23 1F
█◢/ セブン-イレブン高槻八丁西町 八丁西町8-27
█◢/ セブン-イレブン高槻土室町店 土室町44-1
█◢/ ミニストップ高槻寿町1丁目店 寿町1-12-9
█◢/ ミニストップランドポート高槻 芝生町1-52-1
█◢/ ローソン高槻下田部町二丁目 下田部町2-2-3

飲食店（テイクアウト無）

飲食店（テイクアウト有）

飲食店（テイクアウト有）

飲食料品店

スーパーマーケット

コンビニエンスストア

取扱店舗一覧
初版からの追加分② ［127店舗分］

令和4年11月30日作成 3

この一覧に掲載の
お店で使える券種の見方

█  全店舗共通券だけ利用できるお店
█◢/ 両方の券が利用できるお店



理容・美容店

█◢/ AIDA general store 高槻店 城北町2-1-18 エミル高槻1F
█◢/ HERBIER 芥川町1-10-3-101
█◢/ 眼鏡市場高槻西冠店 西冠3-34-14
█◢/ ラパックスワールド 芥川町1-2C-0201 アルプラザ高槻2F
█◢/ レディスミユキ 紺屋町8-8

█◢/ コスモス電化センター高槻店 城南町3-15-1
█◢/ 有限会社パナびーんずタケベ 柱本6-15-5

█◢/ サイクルストアー　オカモト 城北町2-4-14
█◢/ サイクルベースあさひ　高槻深沢店 深沢町1-1-7

█◢/ 化粧品タカハシ 登町16-8

█◢/ eyelash Moo 如是町28-1-110
█◢/ 美容室レインボー 上土室5-32-16
█◢/ hair salon cabin 芥川町1-2 アクトアモーレc101
█◢/ ヘアーサロンタツヤ 栄町2-14-10
█◢/ Hair Story Porte 寿町1-30-7
█◢/ hair salon plan 芥川町1-11-2
█◢/ 理容シルバー 天川新町11-3

ドラッグストア（薬局含む）

※大型店舗内のテナント店舗は、業種（飲食店・衣料・身の回り品扱店など）にかかわらず、
全店舗共通券のみのご利用となる場合があります。詳しくは各店舗でご確認ください。業種別一覧

█ くるみ薬局 登町16-7
█ ダイコクドラッグNEW阪急高槻市駅前店 北園町15-15 三精ビル
█ 太陽薬品 野見町1-18
█ 太陽薬局　けやき通り駅前店 紺屋町8-33 プラドビル
█ 太陽薬局　城北店 城北町1-4-20

█◢/ あづき庵 北園町1-29
█◢/ 株式会社石田花店 城北町1-2-10
█◢/ ゲオ高槻緑町店 緑町18-20
█◢/ スタジアムモリスポ高槻店 緑町4-11
█◢/ なだや 藤の里町10-5
█◢/ 光園芸 明野町8-11
█◢/ ひゃくえもん 西冠3-29-7

█◢/ Acellju 寿町3-5-23
█◢/ NPO法人シーン 城北町1-1-14 太田第二ビル3F
█◢/ 上牧いしかわ接骨院 上牧南駅前町6-14
█◢/ ストレッチのチカラ  阪急高槻市駅前店 城北町2-2-6 城北町2丁目駅前ビル
█◢/ 東京日本交通株式会社高槻営業所 梶原中村町19-6
█◢/ ひまわり鍼灸整骨院 牧田町7-54-110
█◢/ 藤原自動車株式会社 萩之庄4-5-7
█◢/ BOSSⅡ 宮田町2-12-18
█◢/ ませ鍼灸整骨院 城南町1-2-23
█◢/ ユーカリ整体院 大手町4-5 NTSビル102
█◢/ 悠然堂さわだはりきゅう整骨院 津之江町2-21-5-102
█ ラウンドワンスタジアム高槻店 辻子3-6-4
█◢/ RE:BEST整体院 古曽部町1-11-20 サポートプラザ1F

衣料・身の回り品扱店

家電販売店

自転車店

化粧品店

その他（物品販売）

その他（サービス提供）

取扱店舗一覧
初版からの追加分② ［127店舗分］

令和4年11月30日作成 4

この一覧に掲載の
お店で使える券種の見方

█  全店舗共通券だけ利用できるお店
█◢/ 両方の券が利用できるお店



※大型店舗内のテナント店舗は、業種（飲食店・衣料・身の回り品扱店など）にかかわらず、 
全店舗共通券のみのご利用となる場合があります。詳しくは各店舗でご確認ください。業種別一覧

█◢/ キッチンスヌーグ 塚脇5-2-1

█◢/ 芋ICHI 梶原6-5-6
█◢/ 串カツ田中　高槻店 高槻町14-1

█◢/ 農民組合高槻支部朝市 郡家本町40-21

█◢/ 天勝堂 高槻町20-11

█◢/ カラオケサウンドJ阪急富田駅前店 富田町1-17-13
█◢/ Face. 北園町15-15 三精ビル2F

飲食店（テイクアウト無）

飲食店（テイクアウト有）

飲食料品店

その他（物品販売）

その他（サービス提供）

█◢/ URGEステーキ 高槻町8-18  ImpRex4号館1F
█◢/ URGE高槻店 高槻町15-3 URGE高槻ビル1Ｆ
█◢/ 靴専科　高槻店 高槻町10-15 エクセレント富士ビル102
█◢/ ヘルシージンギスカンクラジン 高槻町8-18  ImpRex4号館5F
█◢/ 吉田利米穀店 牧田町7-55-107

（ 以下の店舗では スクラム高槻「地元のお店応援券」第４弾 はご利用いただけませんのでご注意ください。 ）

取扱店舗一覧 初版（8/31発行分）からの取り扱いを終了した店舗

取扱店舗一覧
初版からの追加分③ ［7店舗分］

令和5年1月6日作成 5

この一覧に掲載の
お店で使える券種の見方

█  全店舗共通券だけ利用できるお店
█◢/ 両方の券が利用できるお店


