
店舗名 住所 電話番号 店舗名 住所 電話番号

ローソン旭町店 旭町20-22 072-987-4591
ローソン
外環東大阪善根寺店

善根寺町4-10-19 072-987-9227

一喜　池島店 池島町3-4-6 072-951-4150
ローソン
東大阪善根寺町五丁目店

善根寺町5-2-10 072-920-7139

茶店　わかな 出雲井本町2-4 072-988-5678 mandai　善根寺店 善根寺町5-3-1 072-984-9550

レストランよしかわ 上石切町1-11-12ﾎﾃﾙｾｲﾘｭｳ内 072-981-5001 八剣伝瓢箪山北店 鷹殿町1-9日昭第二ﾋﾞﾙ1F 072-985-0955

ﾎﾃﾙｾｲﾘｭｳ北京倶楽部 上石切町1-11-12ﾎﾃﾙｾｲﾘｭｳ内 072-981-5001 mandai 鷹殿店 鷹殿町4-17 072-987-5875

ティーラウンジ　ノバ 上石切町1-11-12ﾎﾃﾙｾｲﾘｭｳ内 072-981-5001 FEESIS　CAFÉ 鷹殿町11-5ｻﾝﾊｲﾑ東丘103号 072-987-2360

鉄板焼ダイニング　極 上石切町1-11-12ﾎﾃﾙｾｲﾘｭｳ内 072-981-5001
珈琲とコインランドリーの
お店。ハレ

鷹殿町19-2 072-920-7115

ホテルセイリュウ
朝食ビュッフェ

上石切町1-11-12ﾎﾃﾙｾｲﾘｭｳ内 072-981-5001 ローソン東大阪宝町店 宝町1-43 072-985-8251

日本マクドナルド㈱
瓢箪山駅前店

神田町1-16 072-980-6200 肉の森田屋　額田店 立花町17-15 072-988-2222

花まる亭 神田町2-7 072-984-8739 力吉 豊浦町2-19 072-984-0489

黒潮食品 神田町3-5 072-987-6221 Cafe・Lunch  an 鳥居町2-1

寿司清水 神田町3-27 072-988-6988 肉の森田屋　石切店 中石切町2-4-26 072-985-2941

グリル&カフェ　トシ 神田町3-8門脇ﾋﾞﾙ1F 072-986-1246 プチパリ 中石切町4-3-2ｼﾞｪﾌ石切内 072-984-6563

創作料理　一喜 神田町3-8門脇ﾋﾞﾙ2F 072-988-5280 肉のみよし 中石切町4-3-2ｼﾞｪﾌ石切内 072-984-4443

K²-ひょうたん山の
秘密の部屋

客坊町2-15 072-951-3953
ローソン
東大阪中石切町四丁目店

中石切町4-5-14 072-987-9879

カフェレスト　マリーン 喜里川町2-18 072-988-2014 龍香（ロンシャン） 南荘町1-15 072-986-2584

こなもん処　花鳥 喜里川町2-19 072-987-5151
ほっともっと
東大阪南荘町店

南荘町3-6 072-980-8007

さぬき　志度 喜里川町2-20 072-981-4583 手作り弁当のたけよし 南荘町4-5 072-987-7458

Max　Valu　瓢箪山店 喜里川町2-22 072-987-0778 中丸 西石切町1-6-30 072-988-4007

ひょうたん 喜里川町3-12 072-943-1778
ファミリーマート
新石切北店

西石切町1-8-18 072-980-8856

五成家 喜里川町3-17 072-981-4587
ローソン
東大阪西石切町三丁目店

西石切町3-3-3 072-987-1144

和ら樹 喜里川町3-19 072-988-3100
ミスタードーナツ
新石切ショップ

西石切町3-3-7 072-988-2032

お食事処　ミツ 喜里川町10-21 072-987-4871
ほっかほっか亭
新石切駅前店

西石切町3-3-25 072-988-3510

ほっともっと東大阪日下店 日下町3-6-13 072-983-7200 モスバーガー　外環石切店 西石切町4-6-21 072-988-4500

㈲三京水産
日下町4-1-42
ﾏｲﾊｲﾑｸﾞﾗﾝ石切140号

072-981-7675 駒すし 額田町8-24 072-981-3591

関西スーパー　日下店 日下町4-2-67 072-981-0523 おほい堂本舗 箱殿町3-18 072-981-4139

mandai 石切店 日下町4-3-10 072-987-0851 お好み焼　さど川 箱殿町5-8 072-981-3939

GEORGE BAKERY 桜町１－２７ 072-921-9360 生田屋 東石切町1-1-14 072-981-5302

洋食　やまかわ 四条町2-13 072-987-6026 お食事処　魚竹 東石切町1-5-1 072-981-2312

ローソン東大阪四条町店 四条町2-13 072-987-9001 喫茶　比呂 東石切町1-5-1 072-981-2312

mandai　六万寺店 下六万寺町2-1-12 072-980-2211 村田屋 東石切町1-6-33 072-981-3225

なりひら寿司 昭和町1-4 072-986-1770 大和屋 東石切町1-7-56 072-981-2939

肉の森田屋
ひょうたん山店

昭和町2-3 072-986-2941 ローソン東大阪東山町店 東山町4-5 072-988-5088

ヴィド･フランス　瓢箪山店 昭和町4-1 072-988-1000 居心伝　新石切店 東山町4-10新石切ﾗｲﾄﾋﾞﾙ1F 072-980-8333

フィアスケッタ 昭和町7-18 072-987-6033 鳥清 瓢箪山町1-26 072-985-2227

ニコニコキッチン新池島店 新池島町1-18-8 072-987-0004 本格中華総菜熊猫パンダ 瓢箪山町1-26 072-985-1181

花園食堂 新池島町3-12-3 072-981-0287 居心伝　瓢箪山駅前店 瓢箪山町2-3 2F 072-980-8081

手打うどん　三豊 新町23-23 072-982-2898 どんどん亭 瓢箪山町3-5 072-987-9908

ローソン東大阪末広町店 末広町25-16 072-986-9860 珈琲専門店　メイプル 瓢箪山町3-16 072-981-5998

栄養成分表示の店（東地区）令和4年7月末現在



店舗名 住所 電話番号

喫茶　みち 本町8-21 072-986-5530

和処　おかもと 本町８－２２ 072-981-0008

おかじま料理店 本町15-4 072-981-3162

日本マクドナルド㈱
新石切プラザ店

弥生町2-43 072-980-6600

mandai　新石切店 弥生町2-43 072-980-9501

ライフコーポレーション
新石切店

弥生町16-12 072-980-6131

藤井会ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院内
喫茶COMRAＤE

弥生町17-6 072-983-7811

らーめん大王 横小路町5-2-25 072-981-8884

ローソン横小路五丁目店 横小路町5-5-2 072-984-9840

日本マクドナルド㈱
外環東大阪店

横小路町5-6-27 072-987-6382

魚太郎本店 横小路町5-7-22 072-985-1188

喫茶　グリーンヒル 六万寺町1-16-17 072-984-2946

ほっともっと
東大阪六万寺町店

六万寺町2-1-45 072-980-9199

よしや食堂 六万寺町3-10-42 072-981-3465

わかくさ食堂 若草町4-19 072-986-3970


