
店舗名 住所 電話番号 店舗名 住所 電話番号

ローソン
東大阪稲葉一丁目店

稲葉1-4-2 072-966-0678 珈琲 葉花 島之内2-4-21 072-921-3713

ローソン
東大阪花園桜通り店

稲葉2-1-24 072-961-3827 ほっかほっか亭新庄西店 新庄西6-6 06-6748-3721

居心伝　河内花園店 稲葉3-11-10ﾋﾟｱｻﾞ花園1F 072-960-4620 なか卯　東大阪吉田店 角田1-4-33 072-960-3484

mandai 花園店 稲葉3-12-10 072-962-7464
ローソン
東大阪角田一丁目店

角田1-5-37 072-965-6011

やちよ 岩田町3-10-1 072-964-0600 とも寿司 玉串町西3-1-3-101 072-965-8260

オリジン弁当　若江岩田店 岩田町3-10-2 072-967-6050 レストラン　瀬羅 玉串町西3-4-53 072-964-4048

ほっかほっか亭
若江岩田駅前店

岩田町3-10-5 072-962-7376
ライフコーポレーション
玉串店

玉串町東1-6-20 072-967-1251

山川食品(有) 岩田町3-10-5ﾌﾚｯｼｭｼﾝﾜ内 072-962-2937 向日葵　喫茶室
玉串町東1-10-20
(高齢者ｹｱｾﾝﾀｰ内)

072-966-7756

ｶﾌｪﾚｽﾄ　トータス 岩田町3-10-6 072-961-3969 ローソン東大阪玉串町東店 玉串町東1-10-29 072-960-0171

東秀楽 岩田町3-5-18 06-6723-0966
はなまるうどん
東大阪三池橋店

玉串町東3-2-10 072-960-4870

ファミリーマート
近鉄若江岩田駅前店

岩田町4-3-17 072-960-0160 小洞天　玉串店 玉串元町1-8-1 072-966-7750

㈱近商ｽﾄｱ 若江岩田店
岩田町4-3-21
希来里ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内

072-963-0501
セブンイレブン
東大阪中鴻池町店

中鴻池町2-2-2 06-6744-7511

パセオカフェ 岩田町4-3-26 072-961-7760 日本マクドナルド㈱　吉田店 中新開1-3-34 072-962-1918

七福 岩田町4-14-27 072-965-0139
ライフコーポレーション
菱江店

中野南1-71 072-967-0701

カフェ・ド・クレッセント 岩田町4-15-19 072-964-4481
リンガーハット
ニトリモール東大阪店

西岩田2-3-25ﾆﾄﾘﾓｰﾙ東大阪2F 06-6618-5800

三都屋食堂 岩田町4-16-3 072-961-3660
山陽マルナカ　東大阪店
デリカ部

西岩田3-2-3 06-6618-0101

若江飯店 岩田町4-16-6 072-961-4692
はなまるうどん
ニトリモール東大阪店

西岩田2-3-25ﾆﾄﾘﾓｰﾙ東大阪2F 06-6618-0870

古家 岩田町4-16-8 072-966-0066
カフェ・ド・クリエ
市立東大阪医療センター

西岩田3-4-5
市立東大阪医療センター１Ｆ

06-6736-5136

お好み焼・タコ焼　モリタ 岩田町4-16-11 072-961-6969 ローソン西岩田店 西岩田3-5-52 06-6787-2342

うお庄 岩田町5-7-39 072-966-4766
ローソン
東大阪西岩田四丁目店

西岩田4-6-14 06-6618-0633

炭火焼とり　とりふじ 岩田町5-18-3 072-964-7928
日本マクドナルド㈱
東大阪岩田店

西岩田4-6-24 06-6784-8396

喫茶　朱里果 瓜生堂1-2-8 072-964-8886 居心伝　鴻池新田駅前店 西鴻池町1-2-22 06-6748-7745

キッチン　ちかみち 瓜生堂2-1-58 06-6723-6679 ごはんカフェ こここのみ 西鴻池町1-2-34 06-4309-3405

十兵衛 瓜生堂2-25-10 06-6723-5689
ローソン
東大阪西鴻池一丁目店

西鴻池町1-9-7 06-6746-1718

mandai 加納店 加納8-33-16 072-870-8910 与志乃 西鴻池町2-4-1 06-6747-3535

和牛処　助春 川田3-1-21 072-963-4047 茶亜緒 花園東町1-20-29 072-965-2903

ローソン
東大阪川田三丁目店

川田3-4-5 072-960-1163 ローソン東大阪花園東町店 花園東町2-9-19 072-961-0044

日本マクドナルド㈱
イオン鴻池店

鴻池町1-1-72 06-6748-7197 ふれんちん 花園本町1-1-38 072-961-4910

イオン　鴻池店 鴻池町1-1-72 06-6746-2221 うどん處　狸庵 花園本町1-1-41 072-961-6009

スパローカフェ 鴻池町2-1-38 06-6744-4651 ｺｰﾋｰﾊｳｽ　SEA AND SKY 花園本町1-1-56 072-966-5810

きむら寿し 鴻池町2-2-2 06-6746-7315 魚新 花園本町1-2-2 072-962-7968

香の川製麺　鴻池店 鴻池町2-7-16 06-4309-2778 日本料理　山ぶき 花園本町1-2-11 072-964-6128

グリーン 鴻池本町1-22 06-6745-2900 肉の森田屋　花園店 花園本町1-2-30 072-962-1129

ほっかほっか亭鴻池本町店 鴻池本町6-32 06-6746-7748 㐂六 花園本町1-12-8 072-966-0876

パンの店　あん 鴻池元町7-10 070－5047-6001 ローソン花園本町二丁目店 花園本町2-1-12 072-966-2588

珈琲館　鴻池新田店 鴻池元町8-2 06-4309-0054 コーヒー＆レストラン ころく 東鴻池町1-5-8 072-964-6940

力　餅　食　堂 鴻池元町9-4 06-6746-0136
オリジン弁当
イオンタウン東大阪店

東鴻池町1-6-30 072-960-3910

セブンイレブン
東大阪鴻池元町店

鴻池元町9-18 06-6746-1637 Max　Valu　東鴻池店 東鴻池町1-6-30 072-960-4690

食品専門館　ラッキー鴻池店 鴻池元町11-7 06-6744-9112 らーめん大王 菱江店 菱江2-1-10 072-966-8857

栄養成分表示の店（中地区）令和4年7月末現在



店舗名 住所 電話番号

ほっともっと　東大阪菱江店 菱江3-4-30 072-960-8899

扇すし 菱江5-1-5 072-965-6372

ローソン東大阪菱江五丁目店 菱江5-1-23 072-962-1414

得得　東大阪菱屋店
菱屋東2-16-13
ｱﾒﾆﾃｨｻﾝﾄﾘｰﾆ2F

06-6784-0580

ファミリーマート
本庄西一丁目店

本庄西1-１-１ 06-6748-7811

ローソン
東大阪松原二丁目店

松原2-1-32 072-963-0633

ローソン
東大阪水走一丁目店

水走1-17-23 072-962-5640

ローソン
東大阪水走四丁目店

水走4-1-2 072-964-3388

ローソン
東大阪箕輪二丁目店

箕輪2-5-34 072-966-2561

ローソン東大阪横枕店 横枕2-4 072-961-7185

八剣伝荒本駅前店 横枕西2-10 072-968-3131

カフェ・ダイニング　ロゴス 吉田1-1-10 072-965-5566

Ｈｅarｔｆul・Kiｔｃｈｅn
ＴＩME

吉田1-1-31-103
ﾊﾟｻﾞﾊﾟはなぞの駅前ﾋﾞﾙ

072-961-2800

喫茶　翠蘭 吉田6-1-12 072-964-3681

日本マクドナルド㈱
近鉄東花園駅前店

吉田6-1-19 072-967-7702

Ｃaｆé＆Dｅli.Ｔimｅ 吉田6-2-52 072-965-5506

ほっかほっか亭東花園駅前店 吉田6-2-58 072-960-8872

㈱近商ストア　東花園店 吉田6-9-13 072-963-3451

ルジャンドル　東花園店 吉田6-9-20 072-966-9510

八剣伝東花園駅前店 吉田7-1-9東花園SEﾋﾞﾙ1F 072-965-7799

そば処　伊吹 吉田7-2-14 072-962-1725

宅配クック
ワンツゥースリー東大阪店

吉田8-1-6野村ﾊｲﾂ102号 072-964-7123

うどん処  おいやん 吉田下島25-37 072-962-1470

ローソン
東大阪吉田本町二丁目店

吉田本町2-3-2 072-962-1232

シンフォニー 吉田本町3-4-17 072-965-0141

蕎割鮮　井もと 吉田本町3-8-5 072-967-2007

ローソン
東大阪若江北町三丁目店

若江北町3-7-10 06-6723-0500

ほっともっと　若江西新町店 若江西新町3-1-10 06-6730-7785

八剣伝若江西新町店 若江西新町3-2-15 06-6730-7887

ローソン東大阪若江西新町店 若江西新町3-6-24 06-6732-1801

ケンタッキー・フライド・チキン
中央環状巨摩橋店

若江西新町4-14 06-6730-8833

日本マクドナルド㈱
東大阪巨摩橋店

若江西新町4-7-25 06-6618-0170

大阪いずみ市民生活
協同組合　コープ若江

若江東町3-4-43 06-6732-4661

なか卯　若江東店 若江東町4-4-1 06-4307-7260

ローソン東大阪若江本町店 若江本町1-1-7 06-6727-6727


