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（協賛店舗 一 覧］ 必ずチラシをこ持参ください。 （営）：堂業時間（休）：定休日 必ずチラシを3持参ください。 （営）：堂業時間（休）：定休日

〇北浦米穀店 〇本場のさぬきうどん徹麺 C) Aragosta 0 IRORI COFFEE ROASTER 〇毎日新聞,Jヽ阪販売所 ⑤錦屋洋服店 ⑤湖月堂 ⑳レディスショップスギハラ

盆しいお米と 1 鳳．…コ滋項疇 ？：；点：：：関 ゜ 旬のおい し い 已 自家焙煎したスペ 皆様のおかげ l 顧l 洋服のことなら l “ ’＇ ご贈答品、御菓 ＇ ース＇苓;;�·,一 ぉ手頃価格で
食材をイタリア シャルなコ ー ヒ ー a で 毎 日新聞は な んでもこ相 子のことなら東 しっかり•おしゃ

森井準ー氏。 ンベ ー スで提 豆の販売＆カフェ。 来年「創刊150 談ください。 • 大阪市小阪の ；→=—-―- れ
唯一 伝え頂いた配 供しています。 厳選素材の自家製 周年」 — ！ 湖月堂におま
合で、真心を込め スイ ー ツもお楽し かせください。
て売っています。 みいただけます。

東大阪市小阪1-5-15 東大阪市小阪1-3-14 東大阪市小阪1-3-15 東大阪市小阪1-2-11 東大阪市小阪本町1-7-7 東大阪市小阪本町1-7-11 東大阪市小阪本町1-3-2 東大阪市小阪本町1-3-2
06-6781-1174 06-6753-7248 06-6224-7673 06-6753-8050 06-6721-0135 06-6721-1129 06-6721-1576 06-6721-3559 
（常）8:00~18:00 （営）12:00~14:00(L.0.13:30) （営）火～土 18:00~23:00 （営）10:00~17:00 （営）9:00~18:00 （堂）9:00~18:00 （堂）10:00~19:00 （営）10:00~19:00
（休）日 火～金18:00~22:00(L.0.21:30) (L.0.22:00) （休）日・祝、第3月曜日 （休）土・日 （休）日 （休）無 （休）木
【12/1~12/26】 （休）日 （休）月 【12/1~12/26】 【12/1~12/26】 【12/1~12/25】 【12/1~12/19】 【12/12~12/19】
チラシ持参で新米こしひかリ、 【12/1~12/26の月～土】 【12/9~12/15】 • 500円以上お買い上げの方に粗品プレゼント 「毎日小学生新閏」をこ試読 パンッシングル丈つめ •袋入りお菓子1000円以上 8％サ ー ビス チラシ持参、 3,000円以上手打ちうどん100円引き※18:00以降使用可 •
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5％増量秋田小町5kg 100円引き （ランチタイムはご利用になれません） 乾杯ドリンク 1杯サ ー ビス お申いぶみの方に「なるほとV定規セット」 1,000円を800円 •割引除外商品（進物用箱入ギフトセット） お買い上げの方（税込価格よリ）15％引き
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誰でもお気軽 国内メ ーカー 品イ 包 今年3月31日に 河内小阪駅徒 ��•'" 化粧品と雑貨のま 蘊| 大奉仕！全品10% 醤 小阪駅前南へ徒歩 ＇ r·テn n..!E.A人生3分の1は
にお越しくださ ンポート商品のお オープンした鶏 繭 歩1分に店舗を T ねきです。お肌の OFF！きもの、帯、 1分の理容室です。 —----] おふとん 中
い。 Jこ図

しゃれで履きやす 白湯専門店で 構えています。

羹
＇｀ お悩みやお手入 和装小物、洋服、 長年培った優れた

い婦人靴紳士靴を す。 皆様のご来店 れでわから ないこ 雑貨、お子様着物 技術と丁寧な施術
ORA「l 取り揃えています。 を心よりお待ち とがあれば気軽に など、店内商品な でお客様に満足し

小阪駅改札口正面 しております。 ご相談ください。 らすべて対象です。 て頂いております。

東大阪市小阪1-5-1 東大阪市小阪1-8-6 東大阪市小阪1-8-18 東大阪市小阪本町1-2-6 東大阪市小阪本町1-3-2 東大阪市小阪本町1-3-2 東大阪市小阪本町1-4-24 東大阪市小阪本町1-4-23
（営）17:00~1:00 06-6789-0212 06-6785-3489 フリ ーダイヤル 06-6721-6189 06-6722-5298 06-6721-7887 06-6721-7659 
（休）日、第4月曜 （営）9:30~18:30 （営）11:00~15:00 0120-41-7778 （営）10:00~18:30 （営）10:00~18:00 （営）9:00~19:00 （営）10:00~18:00

（休）水 17:00~22:00 （営）9:00~20:00 （休）木 （休）木 （休）第3日・月曜連休、 （休）木

【12/1~12/26】 I 【12/1~12/26】 （休）無 （休）無 【12/1~12/26】 【12/1~12/26】 他の週月・火曜連休 【12/1~12/26】
チラシ持参でビール、チューハイ、 本体価格¥2,000以上の商品10%0FF 【12/1~12/26】 【12/1~12/26】 このチラシさ寺参で商品券500円 全品10%0FF 【12/1~12/15の平日のみ】 医師がすすめる
各ハイボールのうち1杯サー ビス （サ ー ビス品、除外品を除く） 唐揚げセットサ ー ビス（ライス•唐揚げ 2個） 仲介手数料無料 ※2,500円以上お買い物の際に利用可能。 ※SALE品、加工代金は除く チラシ持参の方•3000円以上のメニューの方 西/IIの健康枕¥5,500→¥4,380

1日1回1グループ1セット限り ※ほかの商品券と併用はできません。 メニューから10%0FF

r
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お洋服、バッグ、 l おかき専門店 l 隈 賃貸マンション l
晨

スマホ画像でオリ 凰 小阪商店街に アルピオン、イグ 海鮮•浜焼・串 蒻 頭痛・肩こり・不
シュ ー ズ 、アク から売買ま で ジナル グッズを制 あるとってもお ニス、エレガンス カツ酒場。 眠・慢性便秘で
セサリ ーなどト 不動産全般を 作します。ギフトに いしいコ ー ヒー を取り扱ってお メニューの品ぞ お困りの方は
ー タルでご提 取り扱い 、物件 もおすすめ！思い 豆のカフェ リます。 ろえ が豊富。 ヘルストロンを
案しています。 買取受付中 出ビデオのDVDダ インスタも見てく ぜひ 一 度お試

ビングも大好評！
ださい。 しください。「eru.241」

東大阪市小阪本町1-2-6 東大阪市小阪本町1-1-10 東大阪市小阪本町1-2-17 東大阪市小阪本町1-8-3 東大阪市小阪本町1-4-22 東大阪市小阪本町1-4-21 東大阪市小阪本町1-4-5 東大阪市小阪本町1-6-6
06-6721-0088 06-6723-5963 06-6722-5599 フリ ーダイヤル0120-5385-01 090-4768-9985 06-6722-1540 06-4307-6277 080-7130-0334 
（営）11:00~18:00 （営）9:00~18:00 （営）9:00~17:00 （営）10:00~18:00（火・金15:00まで） （営）11:00~19:00 （営）月～土 10:00~19:00 （営）17:00~00:00 （営）10:30~13:00受付、15:0Q~17:30受付
（休）日 （休）日 （休）不定休 （休）日 （休）日•月 日 10:00~18:00 （休）月（祝日時は翌日火） 木躍のみ10:3わ,13:00受付終了

【12/1~12/25】 【12/1~12/26】 【12/1~12/26の期間中毎週土曜】 （休）木 【12/1~12/26期間中の毎週火、水、木】 （休）日・祝、木の午後
【12/13~12/23】 【12/1~12/26】

アクセサリー、帽子、ピアス、ストール等 仲介手数料50％オフ マグカップ、キーホルダーなど 全ドリンク50円引き 【12/1~12/26】 火、水、木曜日 セルフ飲み放題 【12/6~12/17】
1,000円以上お買い上げで オリジナルグッズ10％引 3,500円以上お買い上げで ¥1,196→¥800 チラシこ持参の方に限リ先着100名チラシお持ちの方10%0FFとなります。 1割引き（ワゴン上の商品は除外） 各種ビデオテープからのDVD1fピング料金10％引 口紅のつ きにくいマスクをプレゼント （チラシ持参1枚でお1人様） 粗品プレゼント(1名様1回限り）

たこ焼き•お好 l 幽 2ン5バ0gー
のグ大やきみな

すハじ
罠 焼き立てパンと手 ゆっくりとした庭 口 12月OPEN！完全 漏 当店は婦人服専 応 プライベー トサロ ■ n·＂-7 �-,1:サイズも豊富！

み焼き・焼きそ 作リサンドウィッチ のような空間で、 個室の落ち着いた 門店です 。取り ンでゆったり！かわ
ば（太麺）によく ステ ーキ、焼肉な のお店です。店内 お客様一 人ひと 空間＊高技術な工 扱いブランド （ミ いいサンプルが豊

--。1合うソー スが絶 どが自慢のお店で の喫茶スペースで りのキレイ をこ キスパ ートがあな ラショ ーン、ペリ 富ですのできっと
品。 す。是非一度お召 お召し上がリもで 提案させていた たの美をお手伝い ス、テノロッチ、 お気に入りに出会

し上がリ下さい。 きます。 だきます。 します女 ピッ コーネ）等 えると思います。

東大阪市小阪本町1-3-24 l 東大阪市小阪本町1-3-2 東大阪市小阪本町1-7-6 東大阪市小阪本町1-7-7 東大阪市小阪本町1-6-6 東大阪市小阪本町1-6-13 東大阪市小阪本町1-6-13 2F 東大阪市小阪本町1-5-22
（営）11:00~17:00 080-3807-8629 06-6721-1455 06-6730-8823 06-6785-7289 06-6723-7773 06-6722-8800 06-6721-1253 
（休）日 （堂）11:00~15:00 （堂）7:00~19:00 （営）火～土9:00~18:00 日9:30~18:30 （堂）10:00~22:00 （堂）10:30~20:00 （営）10:00~18:00 （堂）9:30~19:00

（休）日・祝 土日は7:00~18:00 （休）月•第2、3火 （休）不定休 （休）月 （休）不定休 （休）木
【12/1~12/26】 l 【12/1~12/26】 （休）毎月第3日曜日 【12/1~12/26平日限定】 【12/1~12/26】 【12/1~12/26 期間中の毎週木曜】 【12/1~12/20】 【12/1~12/26】

お好み焼き50円オフ 700円以上のお弁当かお食事をされた方に 【12/1~12/20】 自然なふんわリボリュームパーマ 期間中何度でも使用可能 店頭商品So/oOFF 初回様：シンプルコース¥4,378→¥3,575 期間中全商品1割引100円引きクーポン券を5枚プレゼント。 クリスマスオー ドブル、クリスマスケーキを →¥11,000（カット込） アロマリンパマッサ ージ60分 ¥3,980 全員：アート20%0FF期間中、お1人様何度でも使用可能 12/20までにこ予約いただいたお客様に期間中、全日何回でもOK, 1,000円ことに100円のお買物券をプレゼント トリートメントストレート→¥8,800 脱毛＝ワキ＆腕下orひざ下1回 ¥3,980 ホットベッパー等、ネット予約をこ利用ください。

口 口


