
藤井寺市店舗応援キャンペーン （開催期間／12月末日まで予定）

参加店舗一覧

店へ、帰ろう！
さぁ帰ろう！いきつけの、あのお店へ

D E R A - B A R

S P E C I A L

V E R S I O N

藤井寺　岡エリア

ジャックインザドーナツ 岡2-10-11
イオン藤井寺ショッピングセンター内1F 959-3890

※適用は
8/1より

※適用は
8/1より

※適用は
8/1より

※適用は
8/1より

※適用は
8/1より

※適用は
8/1より

※適用は
8/1より

YAMASOU-tea 岡2-10-11
イオン藤井寺ショッピングセンター内1F 954-1110

花満円 岡2-10-11
イオン藤井寺ショッピングセンター内1F 959-6260

とんかつ かつ喜 岡2-10-11
イオン藤井寺ショッピングセンター内1F 931-5570

サーティワンアイスクリーム 岡2-10-11
イオン藤井寺ショッピングセンター内1F 931-9431

タコヤキナカヤ 岡2-10-11
イオン藤井寺ショッピングセンター内1F 931-3500

パティスリーバロン
イオン藤井寺ショッピングセンター店

岡2-10-11
イオン藤井寺ショッピングセンター内1F 978-8078

もんじゃ焼き お好み焼き胡桃屋 岡2-8-48 937-9638

ふじ整骨院 岡2-8-48 954-3855

きもの処あだち 岡2-8-45 939-2280

emu 岡2-8-37-1F 931-9995

chou a la crème Capri 岡2-8-37 959-7683

河内の雑貨屋 岡2-7-65 939-5289
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藤井寺　岡エリア

レディス ユキ 岡2-7-64 937-1997

ドーナツハウスLOOP 岡1-4-9 933-1009

沖縄キジムナー 岡1-4-9 936-8131

鶏と創作お台所 OHAKO 岡1-2-34 959-8185

What's Michael? 岡1-16-25 旭屋第2ビル3階4階 921-6272

居酒屋つじ坊 岡1-15-6 晶五ビル1階 931-3701

Ital ian dining bar MOGU 岡1-6-17 アゴスト90 1F 933-1177

異食彩々まことや 岡1-6-17 アゴスト90 302 974-0508

パティスリーバロン藤井寺店 岡1-6-18 953-0002

シエルヴァン 岡2-1-1 937-1139

よりみちcafé&sour 岡2-12-10 なし

Kiitos Koti 岡2-13-23 959-5279

御菓子司 吉乃屋 岡2-1-48 938-1801

お好み焼 みすみ 岡2-1-59 954-1180

ヨシヤ毛糸店 岡2-5-8 938-0865

岡田園茶舗 岡2-7-1 955-0523
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藤井寺  御舟エリア

Natural Emotion Wear 岡1-15-24 959-5070

ハルワ食堂 岡1-15-23 952-7232

コリアンダイニングKogiya 岡1-15-22 小田ビル1F 931-9300

御菓子司 朝日堂琮源 岡店 岡1-13-16 吉岡ビル1F 955-9316

甚八 藤井寺店 岡1-12-25 0570-055-117

おいしいクレープの店Defi 岡1-10-25 090-6073-1970

増田屋 岡1-13-18 955-1031

吉岡果実店 岡1-13-16 955-1147

料亭こもだ 御舟町2-47 955-4948

藤井寺  藤井寺エリア

たこ焼き・串カツ バルG.o. 御舟町12-18 070-1979-7515

キッチンマミーズハウス 藤井寺1丁目16－40 938-2088

炭火焼肉 福ざき 藤井寺3-5-8 959-4129

藤本雅一酒造醸 藤井寺2-1-10 955-0018

テニスの森 フォレスト 藤井寺1-4-11 952-3766

藤井寺  北岡エリア

上高地あずさ珈琲 藤井寺店 北岡1-1-11 070-2273-5474

café　warabi 北岡1-1-43　アメニティ藤井寺1F 944-1044
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藤井寺  林エリア

藤井寺  野中エリア

藤井寺  小山エリア

オステリアベッカフィーコ 藤井寺1-2-8 938-3510

居酒屋 S -エス- 藤井寺1-2-4 2F 090-5150-3456

居酒屋やんちゃの郷 藤井寺1-17-2 090-3659-9279

株式会社 ふじ清 藤井寺1-16-43 954-2637

フラワーショップ ホワイト 藤井寺1-16-34 954-4769

そばうどん山ふじ 藤井寺1-16-30 936-0556

キルトスタジオ ハニービー 藤井寺1-1-17 芝田第三ビル2.3階 938-0148

焼鳥ダイニングすみか 藤井寺1-1-10 951-5487

気まぐれ道中 ちょる 林5-7-17 959-7703

麺屋一刃 野中5-4-25 959-9637

シエルヴァン 本店 野中2-54-1 952-6040

珈琲の店 小山 小山藤の里町1-6 938-0456

黒川珈琲 小山新町9-21 070-5263-4151

FUJISPO(藤井寺スポーツ) 小山9-1-13 938-5225

ケーキハウス タニモリ 小山5-8-11 952-3388

藤井寺  東藤井寺町エリア

DRESS HAIR & MAKE 東藤井寺町14-2 メゾンドール桑野１F 959-3392
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藤井寺  春日丘エリア

753NAGOMI 小山2-21-27 947-9476

松すし 小山1-1-54 953-4466

地鶏と和牛 咲 小山1-1-51 959-8805

Mammaドーナツ 小山1-11-7 951-4570

居酒屋 黒兵衛 春日丘1-2-3 938-0301

水晶鍋屋いち 藤井寺駅前店 春日丘1-2-3 976-5300

掌 -たなごころ- 春日丘1-2-3 931-2723

EL.Camino 春日丘1-2-3 936-5220

TEPPAN来恩RAION 春日丘1-2-3 974-2976

mawningbaby 春日丘1-2-26 080-2553-0858

イタリア料理プリモピアーノ 春日丘1-2-2 ファミティプラザ2F 955-0088

GAYA 春日丘1-9-12 952-0160

H&b+1 春日丘1-8-15 1F 937-1900

珈琲屋TERRA 春日丘1-3-23 1F 050-1066-8064

天ぷら居酒屋 てん。 春日丘1-2-3 978-8778

多酒多菜あぐら 春日丘1-2-3 2F 938-5151
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満まる 藤井寺店 春日丘1-2-2 959-6689

藤井寺  恵美坂エリア

恵美坂 福寿司 恵美坂2-11-1 954-1025

藤井寺  道明寺エリア

くつろぎダイニングさくら 道明寺5-7-5 952-8251

串かつ・どて焼き 和典 道明寺2-9-7 080-5357-8148

Sai deri and eat 道明寺2-9-3 955-6975

味大かまぼこ 道明寺2-9-1 938-1961

ルノール洋菓子店 道明寺2-1-50 954-7509

寿司居酒屋ひし 道明寺2-1-43 080-3775-1414

居酒屋 すがた 道明寺2-11-2 なし

ニューヤマザキデイリーストア
道明寺駅前店 道明寺2-10-10 955-1507

藤井寺  国府エリア

居酒屋いずみ 国府3-7-17 939-0485


