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　勝山北１－１－2
«パン工房鳴門屋»

　桃谷本店
ＴＥＬ ６７１８－１００１

《お店の紹介》
 　JR桃谷駅徒歩３０秒にあるお店です。ご当地パン祭り全国第２位に【東大阪ラグカレー】パン
が選ばれ、テレビで紹介されました。おいしい焼き立てのパンが皆様のご来店をお待ちしていま
す。
《優待サービスの内容》
　　５００円以上お買い上げの場合５％ＯＦＦ(ポイントシールは付きません。)です。

　勝山北１－１－2
«ｃａｆｅ＆dining»

ジミー桃谷店
ＴＥＬ ６７１８－１００２

《お店の紹介》
　カントリー調の落ち着いた雰囲気のお店です。パン工房鳴門屋桃谷店の２階にありますので、
待ち合わせ、お食事に最適です。１階のおいしいパンも召し上がることができます。
《優待サービスの内容》
　　５００円以上のお支払の場合５％ＯＦＦです。

　勝山北１－１６－１

≪ビューティー・キャッツ»

ＴＥＬ　６７１８－２８６５
ＦＡＸ　６７１８－２８６５

《お店の紹介》
　身近なオシャレスポットとして、地域の皆様に親しんでいただけるお店を目指しています。着付
けもいたします。
《優待サービスの内容》
　時期に応じた優待サービスを実施いたします。カット２，６２５円の５％ＯＦＦです。

　勝山北２－１－２
≪三宅塗料»

ＴＥＬ　６７３１－２９７７

《お店の紹介》
　「信楽焼き」のノボリが目印です。信楽焼きのタヌキとフクロウがお出迎えいたします。
《優待サービスの内容》
　新聞でも取り上げられた、窯元（1620年代創業の明山窯）から直仕入の商品。販売価格の１
０％ＯＦＦです。

　勝山北２－３－１

≪ふとんの片徳»
片徳寝具店

ＴＥＬ　６７１６－５５３３
ＦＡＸ　６７３１－４３９６

《お店の紹介》
　大正１３年創業のお店です。健康はあなたに合った良い寝具からをモットーに、当店で手づくり
布団を仕上げています。
《優待サービスの内容》
　５００円～３０００円のお買い上げの方５％ＯＦＦ、５０００円以上ですと１０％ＯＦＦです。
　１００００円以上お買い上げの方には、粗品のブレゼントもあります。

　勝山南４－１－７

≪井戸文章堂»

ＴＥＬ　６７３１－１９８３
ＦＡＸ　６７３１－７１８５

《お店の紹介》
　勝山通り(生野区役所東へ100ｍ）黄色の大きなテントが目印です。
　印鑑・ゴム印及び附属部品全般・名刺（白黒・フルカラー）・ハガキ印刷等即日～３日仕上げ
《優待サービスの内容》
　ＩＮＮメンバーズカードの提示で販売価格の１０％ＯＦＦです。
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　桃谷１－１０－１０

　《㈱川上葬祭»
ＴＥＬ　６７１７－３３４２
ＦＡＸ　６７１７－３８５２

《お店の紹介》
　明治１０年創業の葬儀社です。納得価格でどなた様もが満足のいく葬儀を提供いた
します。
《優待サービスの内容》
　供花1対５万円相当をお供えいたします。　ご芳名はおまかせ致します。

　桃谷１－１３－１２

≪宝石・時計岩井»
ＴＥＬ　６７３１－６０９３
ＦＡＸ　６７３１－６０９５

《お店の紹介》
　時計・貴金属等を取り扱っています。創業７０年の地元に密着したお店です。
　時計のメンテナンス、宝石のリホームなど受け賜ります。
《優待サービスの内容》
 　ＩＮＮメンバーズカードの提示で、お会計より５％ＯＦＦです。
　

　桃谷１－１３－１４
≪とびこめ寿司»
ＴＥＬ　６７１７－５６８０
ＦＡＸ　６７４１－５６８０

《お店の紹介》
　桃谷の駅前商店街入ってすぐのお店です。雨にもかからず便利にご利用いただけます。
　座敷は４０名様まで、２階には１０名程度の特別室があります。
《優待サービスの内容》
　ＩＮＮメンバーズカードの提示で、お会計より５％ＯＦＦです。
　

　桃谷３－２２－２２

≪ｈｉ－Ｉｉｔｅ　ＨＡＩＲ»
ＴＥＬ　６７１７－４３６４
ＦＡＸ　６７１７－４３６４

《お店の紹介》
　一人一人のお客様を大切にを心がけ頑張っています。最近はメンズのお客様も増えてます。
《優待サービスの内容》
　初回の方だけのすごいメニュー☆ボリュームをおさえるトリートメントのストレートパーマ
￥１５，７５０円を￥５，２５０円　他の優待サービスについてはお店に問い合わせてください。

　桃谷５－７－１６
≪イワオ商事»

ＴＥＬ　６７１５－１８５６
ＦＡＸ　６７１５－２３６１

《お店の紹介》
　ギリシャクレタ島産のもうひとつの世界遺産とも評される名品の「ライニ　エクストラ
バージン　オリーブオイル」を販売しています。。
《優待サービスの内容》
　販売価格の５％ＯＦＦです。

　生野東４－1－４３
≪あもや南春日≫
TEL　6716－1563
FAX　6716－1563

《お店の紹介》
季節を大切に、素材を愛おしみ、地域と共に７０年和菓子を通してがんばっています。
又、餅・赤飯・紅白まんじゅう等注文も承っています。
《優待サービスの内容》
カードの提示にて５％商品代金を値引します。

　生野東４－1－４５
≪子供服　うさぎや»

ＴＥＬ ６７１７－２００８

《お店の紹介》
　ベビー、子供服を取り扱っています。豊富な品ぞろえが自慢です。一度のぞいてください。
《優待サービスの内容》
　販売価格の１０％ＯＦＦです。



　生野東４－６－２５
≪山崎時計宝石店»

ＴＥＬ　６７３１－４４９７
ＦＡＸ　６７４１－２９４６

《お店の紹介》
　時計・貴金属等を取り扱っています。地元に密着したお店です。
《優待サービスの内容》
　メンバーの皆様には、どりー夢カードポイントをいつでも５倍ポイント

　生野西４－１６－１３
≪珈琲の館イゲタ»

ＴＥＬ６７３１－５４４８

《お店の紹介》
　健康をテーマに多数のメニューを取り揃えています。是非お越し下さい。
《優待サービスの内容》
　ケーキとドリンクのセットで、ドリンク１００円引きで提供いたします。

　林寺１－５－１４

≪瓦寅工業㈱»
ＴＥＬ　６７１５－０２０１
ＦＡＸ　６７１５－０１９４

《お店の紹介》
　①屋根、外壁に関するリフォームや点検、雨漏り調査の相談②太陽光発電設置工事
《優待サービスの内容》
　リフォーム（見積もり価格より７％ＯＦＦ）、太陽光発電（見積もり価格より５％ＯＦＦ）、点検・調
査、相談は無料。

　林寺３－４－４
≪力　　餅»

ＴＥＬ　６７４１－９１１９

《お店の紹介》
　地域の皆様に親しまれているお店です。店内は、ブラウンを基調とした落ち着いた雰囲気で
す。
《優待サービスの内容》
　四季折々の商品を割引価格で提供いたします。

　舎利寺２－３－１３
≪千寿堂春蘭»
ＴＥＬ　６７３１－３９８５

ＦＡＸ　６７３１－３９８５

《お店の紹介》
　７０年の歴史を持つ和菓子屋です。人気商品では御勝山があります。
《優待サービスの内容》
　時期に応じたサービス（粗品進呈、おまけ）等については、ご来店時のお楽しみです。

　舎利寺２－３－１３
≪舎利寺生野寿司»

ＴＥＬ　６７３１－３６７０

《お店の紹介》
　二階に大小二部屋があり、１０名様から４０名様まで対応できます。特に、法事料理がお得で
す。
《優待サービスの内容》
　ＩＮＮカード提示でワンドリンク（ソフトドリンク）１杯無料

　舎利寺２－４－３０

≪富 士 好»
ＴＥＬ　６７３１－４４５２
ＦＡＸ　６７３１－４４５２

《お店の紹介》
　昭和３０年創業の地元に愛されているお寿司屋です。
《優待サービスの内容》
　①お寿司５％ＯＦＦ②前日予約１０％ＯＦＦ③再度来店の会員１５％引き（お茶１缶プレゼント）



　田島１－２－１９

焼き肉レストラン
≪　さ　わ　む　ら»
ＴＥＬ　６７５４－４１２９
ＦＡＸ　６７５８－３３４１

《お店の紹介》
　１００％国産黒毛和牛を良心的な価格で提供しています。
《優待サービスの内容》
　会員証持参のお客様に限り、お好きなドリンクを１杯サービス。

　巽西１－４－３１

≪きっさ 茶異夢»
（チャイム）

ＴＥＬ　６７５７－２６１９
ＦＡＸ　６７５１－３５０７

《お店の紹介》
　地元の人たちが気軽に集まっていただく、アットホームなお店です。
《優待サービスの内容》
　モーニングサービスは（心ばかりの値引きがあります。）特に充実させています。
　営業時間等はお店で確認してください。夜（木、金、土）は４０名様まで予約ＯＫです。
　ご予約のお客様には、相談により色々なサービスがあります。

　巽西３－６－２０
≪イルカ美容室»
ＴＥＬ　６７５３－６３３０
ＦＡＸ　６７５７－２２６６

《お店の紹介》
　女性の美を追求している、地元の女性に愛されているお店です。
《優待サービスの内容》
　時期に応じたキャンペーンを実施しておりますので、お電話ください。

　巽西３－１３－１０
≪てっぱん»

ＴＥＬ　４３０６－１９４８
ＦＡＸ　４３０６－１９４８

《お店の紹介》
　気楽なてっぱん料理屋です。お好み焼き、ヤキソバ、テッチャン鍋がおすすめです。
《優待サービスの内容》
　自家製キムチ一皿サービス

　巽西３－１３－２０
≪㈲大西商店»

ＴＥＬ　６７５８－０８３３
ＦＡＸ　６７５２－４７６６

《お店の紹介》
　防犯ガラス・ペアガラス・カーポート、バルコニーテラス二重サッシの販売施工
《優待サービスの内容》
　サービス内容については、電話で確認してください。

　巽西３－１９－２

≪三　　　　恵»
(みよし本店)

ＴＥＬ　６７５４－４５２９

《お店の紹介》
　創業以来、韓国料理の基本ベースとなるコチュジャン、ヤンニョンなどの調味料はもとよりキム
チ、タレ、ドレッシングまで自家製をモットーにしています。焼肉のタレは好評をいただいておりま
す。
《優待サービスの内容》
　５千円以上飲食で現金支払いの方は５％OFFです。但しランチは除きます。

　巽南1－１3－23
≪ハシヤ商会»

ＴＥＬ　６７５４－４１８４
ＦＡＸ　６７５４－０８４８

《お店の紹介》
　まどかひろしさんから「となりの人間国宝さん」の称号を受けた店主のお店です。割箸専門店で
木のやさしささをお届けします。登録商標は「らんちゅう箸本舗」です。一度購入された方からも、
料亭気分が味わえると好評です。
《優待サービスの内容》
　販売価格の１０％ＯＦＦです。記念品等の別注も承ります。



　巽南５－１－６

ＫＵＰＵ－ＫＵＰＵ
ＨＡＩＲ

（クプクプヘアー）
ＴＥＬ　０１２０－４３－９２９２

ＦＡＸ　４３０３－８６９２

《お店の紹介》
　有名芸能人も訪れる人気サロンです。駐車場も完備しています。
《優待サービスの内容》
　①新規の方のみＡＬＬヘアメニュー３０％ＯＦＦ①にトリートメントをしていただいた方はさらに「押
切もえ」さんも大絶賛のベータレイヤミスト３，０４０円の商品をプレゼント

　巽中２－３－８

≪㈱ よ し や»
　（吉　　家）

ＴＥＬ　６７５７－２８９１
ＦＡＸ　６７５４－１４４８

《お店の紹介》
　お弁当の製造販売、パーティ・イベント等の企画運営
《優待サービスの内容》
　①パンフレット商品１０％ＯＦＦ②常にサービス価格で提供③弁当にはお茶（パック）のサービス

　巽中３－１４－２

　炭火焼き鳥
≪春のおがわ»

ＴＥＬ　６７５８－１１０７
ＦＡＸ　６７５８－１１０７

《お店の紹介》
　アットホームな焼き鳥やです。お気軽にご来店ください。
《優待サービスの内容》
　お会計から１０％ＯＦＦです。

　巽中３－２０－３

　ヘア・メイク
≪想倶楽部»

ＴＥＬ　６７５７－９５７５
ＦＡＸ　６７５７－９５７４

《お店の紹介》
　昭和６１年創業の美容室です。カット３，７００円、パーマ８，７００円です。セット着もしていま
す。
《優待サービスの内容》
　新規の方のみ全メニュー２０％ＯＦＦです。

　巽東１－３－１０

　お好み焼き
≪げ ん  て ん»
ＴＥＬ　６７５６－０５０３
ＦＡＸ　６７５６－０５０３

《お店の紹介》
　平成１４年に下町の路地裏をイメージしてオープン。オリジナルメニューでＴＶにも出ました。
《優待サービスの内容》
　①会員証提示で5％ＯＦＦ（他のサービスとの併用不可）、金曜日のサービスは無し。

　巽北１－８－２２

≪てっちり修玄»
ＴＥＬ　６７５２－４１２９
ＦＡＸ　６７５２－４１２９

《お店の紹介》
　下関産を中心とした、ふぐ料理専門店です。飲み放題付きコース(6,000円～)が人気です。
《優待サービスの内容》
　４名様以上でオリジナル焼酎(麦又は芋)720ｍｌをプレゼント。

　小路２－４－２０

≪酒井商店»

ＴＥＬ　６７５１－３３１９
ＦＡＸ　６７５１－３３１９

《お店の紹介》
　清見原神社の傍のお店です。かわいい小さなお花たちが、皆様のご来店をお待ちしておりま
す。
《優待サービスの内容》
　会員証提示で販売価格の5％ＯＦＦです。



　小路東１－５－１０

≪ペルマノント・ル・
サカエ»

ＴＥＬ　６７５４－４６１５
ＦＡＸ　６７５４－４６１５

《お店の紹介》
　花嫁着付け、エステ、ネイル、美容一般を含めた創業９０年の総合美容室です。
《優待サービスの内容》
　フェイシャルエステ（６０分コース）２０％ＯＦＦ（３，１９０円～　）、ネイル２０％ＯＦＦ（４，２００円～）

　小路東６－８－１７

≪こん整骨院»
ＴＥＬ　６７５８－２５２２
ＦＡＸ　６７５８－２５２２

《お店の紹介》
　骨折、脱臼、捻挫等、スポーツ外傷の治療
《優待サービスの内容》
　血圧測定無料、超音波治療無料、交通事故等の無料相談

　新今里１－７－９

 ≪さんと鍼灸
　　整 骨 院»

ＴＥＬ　７８９２－３３１０
ＦＡＸ　７８９２－３３１０

《お店の紹介》
　開院７年、筋肉や関節の様々な症状はお任せください。毎年国体で選手のサポートをしていま
す。
《優待サービスの内容》
　リンパマッサージ　初回２，５００円のところを２，０００円にいたします。

　新今里１－８－２２

　≪エイチファイブ
　 ス タ イ ル»

ＴＥＬ　６７４７－９７８７
ＦＡＸ　６７４７－９７８１

《お店の紹介》
　自動車板金塗装、ポリマー、ガラスコーティング、フィルム施工
《優待サービスの内容》
　板金塗装修理、ポリマー加工、ガラスコーティング、フイルム施工入庫の方１０％ＯＦＦです。

　新今里３－2－2
≪㈱丸真葬祭»

ＴＥＬ　６７５４－４１４２
ＦＡＸ　６７５４－０５６４

《お店の紹介》
　地元に密着した葬儀社です。費用を抑えたい方、その他色々な事についてご意向に沿って対
応させていただきます。
《優待サービスの内容》
　親族一同等の供花一対を提供させていただきます。当社の「まるしんクラブ」にご入会いただきますと、そ
の他の特典も有ります。

　新今里３－７－１９
≪㈲キョーエイ»

ＴＥＬ　６２０５－８８３５
ＦＡＸ　６２０５－８８３４

《お店の紹介》
　生命保険、損害保険を中心とし、企業に適した商品や情報を提供し、経費節減を提案していま
す。
《優待サービスの内容》
　初回３０分相談料無料

　新今里４－７－１３
«パン工房鳴門屋»

　今 里 店
ＴＥＬ ６７５２－３９２６

《お店の紹介》
　近鉄今里駅徒歩２分にあるお店です。ご当地パン祭り全国第２位に【東大阪ラグカレー】パン
が選ばれ、テレビで紹介されました。おいしい焼き立てのパンが皆様のご来店をお待ちしていま
す。
《優待サービスの内容》
　５００円以上お買い上げの場合５％ＯＦＦ(ポイントシールは付きません。)です。

　新今里４－７－１３
«ｃａｆｅ＆dining»

ジミー今里店
ＴＥＬ ６７５２－３９２６

《お店の紹介》
　パン工房鳴門屋今里店と同じフロアーにある、明るく和やかな雰囲気の漂うお店です。近鉄今
里駅にも近く朝のモーニング、３時のティタイム、待ち合わせに最適です。
《優待サービスの内容》
　５００円以上のお支払の場合５％ＯＦＦです。



　新今里４－８－１９

≪割烹 本郷»
ＴＥＬ　６７５１－５２６６

ＦＡＸ　６７５８－２４９０

《お店の紹介》
　創業６５年の割烹料亭です。季節の御料理を心を込めてお出ししています。
  ランチは１，７００円から、会席料理は６，０００円からです。
《優待サービスの内容》
　御飲食代の３％ＯＦＦ、更に約５％ＯＦＦのポイントがつきます。ポイントにより当店の食事券が出ます。

　中川２－７－１１
≪ ㈲冷 麺 館»

ＴＥＬ　６７５８－５５７４
ＦＡＸ　６７５８－５５７４

《お店の紹介》
　韓国冷麺を一杯だけでも気軽に入れる店を目指しています。
《優待サービスの内容》
　サービス内容については、電話で確認してください。

　中川６－９－２２
　たべもんや
≪ほ　ろ　酔»

ＴＥＬ　６７５４－０４８１

《お店の紹介》
　大池橋で１３年間営業しているお店です。地域の皆様に可愛がっていただけるお店を目指し
ています。
《優待サービスの内容》
　①２～４名お料理代５％ＯＦＦ（飲代は除きます）②５名様以上１０％ＯＦＦ（飲代は除きます）各
サービスの上限は１，０００円まで、各サービス券、クーポン券、宴会との併用はできません。

　中川東２－２０－１６
　≪㈱ドルフィン»
ＴＥＬ　６７５２－８０１０
ＦＡＸ　６７５２－７０８７

《お店の紹介》
　オーダーキッチン、オーダー家具
《優待サービスの内容》
　価格の１５％ＯＦＦです。

　鶴橋１－2－9
　韓国料理

≪マッチャン»
ＴＥＬ　６７１６－９１４２

《お店の紹介》
　韓国家庭料理のお店です。アットホームな雰囲気でくつろげますよ!
  海鮮チヂミは絶品で、お客様に大好評です。鍋物も色々有ります。
《優待サービスの内容》
　食事代５％ＯＦＦ(ドリンクは別)、　詳しくは電話でご相談ください。

　鶴橋１－3－5

≪ハニーショツプ»
クリムちゃん

ＴＥＬ　６７４１－１０７６
ＦＡＸ　６７４１－１０７６

《お店の紹介》
　各種純粋ハチミツ・ローヤルゼリー・プロポリス・赤ちゃん番茶など季節の自然食品を取り揃え
ています。
《優待サービスの内容》
　養蜂場直送の貴重な「日本みつばち」のハチミツが販売価格の５％ＯＦＦです。

　鶴橋３－４－３２
≪ローヤル美容室»

ＴＥＬ ６７１７－９４４３

《お店の紹介》
　地元に愛されている小ぢんまりとしたお店です。着付けもご相談承ります。
《優待サービスの内容》
　パーマ・カラーセット価格（8,000円を7,000円）、カラー・カットセット価格（5,500円を5,000円）、新規の方の
み更に500円引きのサービスをいたします。



　天王寺区鳥が辻
　　１－１－７

≪千寿堂春蘭桃谷店»
ＴＥＬ　６７７２－８６３１

ＦＡＸ　６７７２－８６３１

《お店の紹介》
　JR桃谷駅徒歩１分にある７０年の歴史を持つ和菓子屋です。人気商品では御勝山がありま
す。ちょっとした手土産にご利用ください
《優待サービスの内容》
　時期に応じたサービス（粗品進呈、おまけ）等については、ご来店時のお楽しみです。

　天王寺区鳥が辻
　　１－４－２９

　
≪惣 菜  彩»

桃 谷 店
ＴＥＬ　６７７４－３７７７

《お店の紹介》
　JR桃谷駅徒歩１分にある鳴門屋製パンの惣菜部門のパイロットショツプです。家庭料理のお
惣菜の味が楽しめます。
《優待サービスの内容》
　６００円以上お買い上げの場合５％ＯＦＦです。

　東成区大今里南
　　１－１１－１６

　 今里酒場
　≪う だ 家»

ＴＥＬ　６９８１－３６８０

《お店の紹介》
　魚がメインの和食居酒屋です。新鮮な魚介類が豊富です。
《優待サービスの内容》
　デザート（バニラアイス）をサービスいたします。

　東成区東小橋
　　３－２０－３１

　≪鶫　　　屋»
　 （つぐみや）

ＴＥＬ　７１７４－１６２４
ＦＡＸ　７１７４－１６２４

《お店の紹介》
　奈良県大和肉鶏の炭火焼鳥と様々なこんにゃく料理が楽しめるお店です。
《優待サービスの内容》
　お会計から１０％ＯＦＦです。

　 【生野納税協会ネットワーク加盟店（ＩＮＮ加盟店）募集中】
　　・　生野納税協会では、会員相互のメリットを共有するために、ＩＮＮ加盟店を募集しています。
　　　　　ＩＮＮ加盟店にご加入いただくと、①納税協会の広報紙（年２回発行）➁生野納税協会のホームページ
　　　　　にお店が掲載されます。ＩＮＮ加盟店は原則納税協会員ですので、広告料は不要です。
　　・　申込み先等
　　　　　生野納税協会事務局
　　　　　住　所　大阪市生野区勝山北５丁目２２番１７号
　　　　　電　話　６７３１－０８５１
　　　　　ＦＡＸ　 ６７１７－３５９１
　　【納税協会会員企業等へのお知らせ】
　　　　　会員企業の従業員の方にも「生野納税協会ネットワーク会員証」の交付ができますので、事務局まで
　　　　　お申し出ください。
　　【生野納税協会のホームページ】
　　　　　ｈｔｔｐ：//www．nk-net．ｃｏ．ｊｐ／ｉｋｕｎｏ／


