
岸和田市　上乗せポイント対象加盟店一覧　※2021年2月1日時点

※一部上乗せポイント対象外加盟店があります。対象外加盟店の代表例は以下の通りです。登録状況により変更の可能性があります。

すき家、なか卯、はま寿司、熟成焼肉いちばん、ジョリーパスタ、サーティワンアイスクリーム

ユニクロ、しまむら、西松屋、アベイル、マックハウス、AOKI、ライトオン、バースデイ、タイムズパーキング、自動販売機

項番 加盟店名 住所

1 a la mode 岸和田市土生町２２８９－１　　

2 アート・まるいち 岸和田市土生町３－９－１０　　

3 アイラッシュサロン　メット 岸和田市箕土路町２－１４－２２　　

4 青木松風庵　岸和田店 岸和田市野田町３丁目３－３２　　

5 青木松風庵　春木店 岸和田市八幡町１００２－１　　

6 赤松商事（株） 岸和田市土生町３－１３－１３　泉州卸売商業団地

7 Asian Resort 岸和田市下松町８３０－１１

8 アバンティブックＣラパーク岸和田 岸和田市春木若松町２１－１　ラパーク岸和田２Ｆ　　

9 アミュージアム岸和田店 岸和田市下松町１－３－１ウィンディ岸和田　

10 unplus 岸和田市春木泉町１５－１７

11 e up by boss 岸和田市磯上町３丁目２３－５　　

12 いきなりステーキ　岸和田店 岸和田市田治米町３２１－１　　

13 出光 宇佐美 岸和田サービスエリア下り 岸和田市内畑町ホソ谷２８９２

14 出光 第二阪和岸和田給油所 岸和田市小松里町２５１１　　

15 ウエルシア アクロスプラザ東岸和田店 岸和田市土生町４丁目２番１号　　

16 ウエルシア 岸和田尾生店 岸和田市尾生町６ー６１２１　　

17 ウエルシア 岸和田額原店 岸和田市額原町５７２番地　　

18 ウエルシア 岸和田加守店 岸和田市加守町１－１－３０　　

19 ウエルシア 岸和田神須屋店 岸和田市神須屋町８２　　

20 ウエルシア 岸和田西之内店 岸和田市西之内５００　　

21 ウエルシア 岸和田春木店 岸和田市八幡町４－５５　　

22 ウエルシア 岸和田三田店 岸和田市三田町１５５－１　　

23 魚民 和泉大宮駅前店 岸和田市藤井町１－１２－１２　１階

24 Ｓ．Ａ．Ｃ． 岸和田市作才町１１５７

25 ＥＮＥＯＳウイング関西支店 阪和道 岸和田インター 岸和田市稲葉町３５８－１　　

26 ＥＮＥＯＳウイング関西支店 臨海TS 岸和田市新港町５－１　　

27 ＡＮＹＰＬＡＣＥ 岸和田市土生町１－４－２７ニューフジ丸泉１０３

28 王将　ラパーク店 岸和田市春木若松町２１－１　ラパーク岸和田店内　　

29 オークワ ウィンディ岸和田店 岸和田市下松町１－３－７

30 オークワ 岸和田八田店 岸和田市八田町３６８－２

31 快活ＣＬＵＢ　岸和田今木 岸和田市今木町９－１　　

32 快活ＣＬＵＢ　２６号岸和田 岸和田市作才町１１４３　ＡＯＫＩ２Ｆ　　

33 かごの屋岸和田店 岸和田市小松里町２４０３　　

34 ガスト 岸和田東 岸和田市箕土路町１丁目９－２２

35 活魚寿司 岸和田今木店 岸和田市今木町１５－１

36 鎌倉パスタ 岸和田店　　　　 岸和田市上野町西１０－２６　　　　　　　　　　　　　　　　

37 木曽路 岸和田店 岸和田市荒木町２丁目２０－７　　

38 木下書店 本店 岸和田市宮本町２－５

39 木下書店 下松店 岸和田市下松町５０４３

40 ギャルフィットクラブ 岸和田店 岸和田市春木若松町２１－１　ラパーク　１Ｆ　　

41 餃子の王将 岸和田南店 岸和田市下松町１丁目５－１　　

42 餃子の王将 国道岸和田店 岸和田市下池田町１丁目２－１０　　

43 共創未来　岸和田薬局（薬局共創未来）　　 岸和田市加守町２－７－３０ハートハイツおおぎり１Ｆ

44 業務スーパー岸和田今木店 岸和田市今木町１５－１

45 キリン堂 荒木店 岸和田市荒木町２丁目７－３２　　

46 キリン堂 岸和田店 岸和田市小松里町２１３３番地　　

47 キリン堂 岸和田中井店 岸和田市中井町２丁目１番３号　　

48 キリン堂 岸和田野田店 岸和田市野田町２丁目３－１３　　

49 ＫＩＮＪＩ 岸和田店 岸和田市下松町１－６１－１　　

50 ＣＬＵＢ　ＣＯＮＴＲＡＤＡ 岸和田市岸城町７－２２　岸和田市二の丸広場観

51 好日山荘 岸和田カンカンベイサイドモール店 岸和田市港緑町２－１　岸和田カンカンベイサイドモールＷＥＳＴ１Ｆ

52 コーヒーハウス 波 岸和田市宮本町２７－１　地下１階　　

53 コクミン 岸和田SD店 岸和田市磯上町４－７－７万代店内

54 ＣｏＣｏ壱番屋 岸和田並松店 岸和田市並松町２９－１６　　



55 ＣｏＣｏ壱番屋 岸和田インター店 岸和田市三田町２３６－１　　

56 ココイロカフェ 岸和田本店 岸和田市八阪町２－１０－６　　

57 ココカラファインＪＲ東岸和田駅前店 岸和田市土生町４丁目１－１　

58 ココカラファイン 岸和田西之内店 岸和田市西之内町５６－４８

59 ココカラファイン 南海岸和田店 岸和田市野田町１丁目７－２５　ショップ南海岸和田１Ｆ

60 珈琲館 岸和田店　　　　　　　　　　　　 岸和田市八阪町１－１０－２９　　　　　　　　　　　　　　　

61 ｺﾒﾀﾞ珈琲店 岸和田店 岸和田市下松町３丁目７－１９　　

62 サイクルベースあさひ岸和田店 岸和田市西之内町６２－３

63 サガミ 岸和田店 岸和田市三田町６９－１　　

64 産直焼肉ビーファーズ 岸和田店 岸和田市上町４９－７

65 サンドラッグ 岸和田北町店 岸和田市北町１８－１

66 サンドラッグ 岸和田三田店 岸和田市三田町６３７－１

67 しゃぶ葉 岸和田南 岸和田市南町１８－１２

68 ジョーシン 岸和田店 岸和田市作才町１－３－１２

69 jolie fille 岸和田市土生町２－２５－３　　

70 スギ薬局 岸和田上野店 岸和田市上野町西１４－２５

71 スギ薬局 岸和田上松店 岸和田市上松町３－５－９

72 スギ薬局 岸和田北店 岸和田市箕土路町１－１０－３８

73 スギ薬局 岸和田小松里店 岸和田市小松里町２１０４

74 スギ薬局 岸和田山直店 岸和田市三田町１２－１

75 ステーキガスト 岸和田 岸和田市東大路町１１－６

76 スーパーオートバックス　岸和田 岸和田市八阪町２丁目１６番１号

77 すまいる鍼灸接骨院春木院 岸和田市春木若松町７－３３

78 炭火焼肉 香煙　岸和田店 岸和田市磯上町４－２２－３３　　

79 諏訪美容室 和泉大宮店 岸和田市上野町東１０－１０　　

80 セブンイレブン 和泉大宮駅前 岸和田市上野町東８－１８　　

81 セブンイレブン 岸和田荒木町 岸和田市荒木町１丁目７－５　　

82 セブンイレブン 岸和田額原町 岸和田市額原町１３８番１　　

83 セブンイレブン 岸和田加守町２丁目 岸和田市加守町２丁目６番６号　　

84 セブンイレブン 岸和田小松里町 岸和田市小松里町２０４９　　

85 セブンイレブン 岸和田作才町１丁目 岸和田市作才町１丁目５番１４号　　

86 セブンイレブン 岸和田下池田町 岸和田市下池田町１丁目４－１７　　

87 セブンイレブン 岸和田下松町 岸和田市下松町４丁目２番１１号　　

88 セブンイレブン 岸和田中井町 岸和田市中井町３丁目２０－１　　

89 セブンイレブン 岸和田西之内町 岸和田市西之内町９－７　　

90 セブンイレブン 岸和田八幡町 岸和田市八幡町９－２４　　

91 セブンイレブン 岸和田土生町８丁目 岸和田市土生町８丁目１－２５　　

92 セブンイレブン 岸和田春木泉町 岸和田市春木泉町１０－３６　　

93 セブンイレブン 岸和田真上町 岸和田市真上町３０７－１　　

94 セブンイレブン 岸和田南町 岸和田市南町３０番８号　　

95 セブンイレブン 岸和田宮本町 岸和田市宮本町１２－２５　　

96 セブンイレブン ハートインＪＲ東岸和田駅改札 岸和田市土生町４丁目１番１号　　

97 然の膳　岸和田市民病院店　　　　　　　　 岸和田市額原町１００１番地

98 ｓｏｗａｃａ 岸和田市野田町１－７－１０

99 千年の宴 岸和田北口駅前店 岸和田市宮本町１－８　岸和田駅高架下１階

100 竹本薬局 岸和田市別所町１－１２－１０

101 竹本薬局【雑貨】 岸和田市別所町１－１２－１０

102 タックルベリー 岸和田店 岸和田市作才町１１３９

103 中央石油販売株式会社 阪南港ＳＳ 岸和田市木材町９－１０　　

104 TSUTAYA 岸和田荒木町店 岸和田市荒木町２丁目２０－５

105 ツルハドラッグ 岸和田野田店 岸和田市野田町２丁目８２－１　　

106 デイリーヤマザキ 岸和田市民病院 岸和田市額原町１００１

107 ドミノピザ 和泉大宮店　　　　　　　　　 岸和田市西之内町２７－１６　　　　　　　　　　

108 ドラゴンスター 岸和田春木店 岸和田市春木若松町２１－１　ラパーク岸和田店２Ｆ　　

109 トランスミュート 岸和田市岡山町１９６－１１

110 トレジャーファクトリー 岸和田店　　　　 岸和田市春木若松町２１－１　ラパーク岸和田２Ｆ　　　　　　　　

111 トレファクスタイル岸和田店　　　　　　　 岸和田市土生町２－７－１７　　　　　　　　　

112 Natully 岸和田市下松町１－１７－９プラザ２１－２０３

113 NATTYU-r 岸和田市土生町４－３－１－１０８

114 ネクステージ　関西支店　ＤＤセルフ岸和田 岸和田市作才町１１３０番　　

115 パーティハウス コープ岸和田店 岸和田市北町１８－１　　



116 はるやま 新岸和田店 岸和田市小松里町２４０３　　

117 ハヤシ美容室 岸和田市春木泉町 ７－１７

118 阪和道 岸和田SA下り TOMS券売機 岸和田市内畑町字コソ谷２８９２

119 阪和道岸和田SA下り ショッピングコーナー 岸和田市内畑町字コソ谷２８９２

120 阪和道岸和田SA下り レストランコーナー 岸和田市内畑町字コソ谷２８９２阪和自動車道岸和田ＳＡ（下）

121 阪和道岸和田SA上り ショッピングコーナー 岸和田市内畑町字ジンギヤ谷２８５９

122 阪和道岸和田SA上り レストランコーナー 岸和田市内畑町字ジンギヤ谷２８５９

123 阪和道岸和田SA上り TOMS券売機 岸和田市内畑町字ジンギヤ谷２８５９

124 ひごペットフレンドリー 岸和田店 岸和田市田治米町六ノ坪５１－４　　

125 ビックエコー 岸和田26店 岸和田市小松里町２４２７

126 びっくりドンキー岸和田店 岸和田市小松里町２５４１

127 ファーストキッチン 岸和田ラパーク店 岸和田市春木若松町２１－２９　ラパーク岸和田１Ｆ

128 ファイテンショップ 岸和田店 岸和田市土生町４１６５　　

129 ファミリーマート 岸和田荒木町二丁目 岸和田市荒木町２丁目６－１　　

130 ファミリーマート 岸和田今木町 岸和田市今木町６　　

131 ファミリーマート 岸和田上町 岸和田市上町９－１１　　

132 ファミリーマート 岸和田上松町 岸和田市上松町３－１０－３３　　

133 ファミリーマート 岸和田下池田 岸和田市下池田町１丁目３番１２号　　

134 ファミリーマート 岸和田下松町 岸和田市下松町３丁目６－１６　　

135 ファミリーマート 岸和田新港町 岸和田市新港町２－２　　

136 ファミリーマート 岸和田中井町東 岸和田市中井町１丁目２２番７号　　

137 ファミリーマート 岸和田流木東 岸和田市流木町３２５番地１　　

138 ファミリーマート 岸和田並松 岸和田市並松町２９番３０号　　

139 ファミリーマート 岸和田西之内町 岸和田市西之内町１３番１号　　

140 ファミリーマート 岸和田野田町二丁目 岸和田市野田町２丁目１４番１４号　　

141 ファミリーマート 岸和田畑町 岸和田市畑町４丁目３番３号　　

142 ファミリーマート 岸和田八田町 岸和田市土生町１３５－１　　

143 ファミリーマート 岸和田土生町 岸和田市土生町字今城１５９６－１　　

144 ファミリーマート 岸和田土生東 岸和田市土生町１３丁目１番５１号　　

145 ファミリーマート 岸和田藤井 岸和田市藤井町１丁目７番２２号　　

146 ファミリーマート 岸和田三田町 岸和田市三田町６３６番地　　

147 ファミリーマート 岸和田三田町北 岸和田市三田町４００番地の２１　　

148 ファミリーマート 岸和田南インター 岸和田市地蔵浜町７番地の１　　

149 ファミリーマート 岸和田南町 岸和田市南町１８－１６　　

150 ファミリーマート 久米田駅前 岸和田市大町３７１－５　　

151 ファミリーマート 小浦岸和田北インター 岸和田市木材町９－１１　　

152 ファミリーマート 小浦岸和田木材町 岸和田市木材町８番地の８　　

153 ファミリーマート ＪＲ東岸和田駅北 岸和田市土生町４２０８番地　　

154 ファミリーマート ゆめみヶ丘岸和田 岸和田市岸の丘町２丁目１番３０号　　

155 ファミリーマート 吉井町二丁目 岸和田市吉井町二丁目１９番２７号　　

156 ファミリーマート 岸和田岡山町 岸和田市岡山町１０１番地　

157 ファミリーマート 土生町二丁目 岸和田市土生町二丁目１６番３５号　

158 ファミリーマート 春木駅前 岸和田市春木旭町７－８　

159 フィッシングマックス 岸和田店　　　　　 岸和田市下松町５０３２　　　　　　　　　　

160 ヘアーサロン　ユキ 岸和田市八田町２７６

161 ヘアー　パニック　アチーブ 岸和田市土生町 ２丁目２７－５６

162 ヘアーズ ゲート アクロスプラザ東岸和田 岸和田市土生町４丁目２番３６　　　　　

163 hair space glue 岸和田市箕土路町１丁目２－１１　　

164 ほっかほっか亭岸和田加守店 岸和田市加守町１－１－３０

165 ほっかほっか亭岸和田中井店 岸和田市中井町２－１－３

166 ほっかほっか亭下松店 岸和田市下松町８１７－１

167 ＢＯＣＣＯ　ＣＵＲＲＹ 岸和田市磯上町 ４－４－５

168 ほっともっと 和泉大宮店 岸和田市上野町東９－１４

169 ほっともっと 岸和田土生店 岸和田市土生町６丁目３－５

170 ホテルルートイン 東岸和田駅前 岸和田市土生町３－１６－８

171 ホンダカーズ 大阪 岸和田北店 岸和田市八阪町１－３－３０

172 ホンダカーズ 泉州 岸和田荒木店 岸和田市荒木町１－３０－２１

173 ホンダカーズ 泉州 岸和田南店 岸和田市土生町２－１３－３１

174 マクドナルド 岸和田店 岸和田市作才町１－２－３　　

175 マクドナルド 岸和田磯上店 岸和田市磯上町４－６－６　　

176 マクドナルド 岸和田インターエネオス店 岸和田市三田町６２６－１　　



177 マクドナルド 岸和田カンカン前店 岸和田市並松町２８６－１０　　

178 マクドナルド 岸和田久米田店 岸和田市小松里町８７９－１　　

179 マツゲン 岸和田中井店 岸和田市中井町２－２０８－１

180 マツゲン 岸和田西之内店 岸和田市西之内町７４０－１

181 マツモトキヨシ 岸和田ﾍﾞｲｻｲﾄﾞﾓｰﾙ店 岸和田市港緑町２－１　岸和田カンカンベイサイドモールＥＡＳＴ　１Ｆ

182 愛のパン 岸和田市宮本町２－３

183 愛のべーかりーかふぇ 岸和田市土生滝町１５３３－１

184 ミータス（株）関西支店　岸和田今木ＳＳ 岸和田市今木町２８－１　　

185 ミータス（株）関西支店　岸和田三田ＳＳ 岸和田市三田町６２７－１　　

186 まんまるお月さま 岸和田市上松町４１７ー３

187 ミスタードーナツ 岸和田カンカン店 岸和田市港緑町３番１号

188 ミーツ 岸和田駅前店　　　　　　　　　　 岸和田市宮本町１－８　ショップ南海岸和田内　　　　　

189 ミニストップ 岸和田摩湯町店 岸和田市摩湯町３３１－１　

190 ミニストップ 岸和田尾生町店 岸和田市尾生町５３７－１

191 ミニストップ 岸和田包近町店 岸和田市包近町１５８－１　　

192 ミニストップ 岸和田星和台店 岸和田市上松町４５７番地の１　　

193 明治石油株式会社 第二阪和岸和田中央給油 岸和田市荒木町１－３０－３１　　

194 目利きの銀次 東岸和田東口駅前店 岸和田市土生町４－３－１　リハーブ１階

195 モスバーガー 岸和田下松店 岸和田市下松町１－１３－９

196 山内農場 岸和田駅前通商店街店 岸和田市宮本町１２－２５　ファームビル１階

197 やまや 岸和田春木店 岸和田市春木若松町１９－２４　　

198 吉野家 岸和田和泉インター 岸和田市三田町４００－２１　　

199 吉野家 第二阪和岸和田八阪 岸和田市八阪１丁目７－１３　　

200 吉野家 臨海岸和田 岸和田市下野町３丁目１０番３９号　　

201 ライフクリーナー 岸和田店 岸和田市春木若松町２１－１

202 ラウンドワン 岸和田店 岸和田市八阪町２－１１－１

203 Luck Rack Clearance Market 岸和田市港緑町３－１号岸和田カンカンベイサイドモールＥＡＳＴ３Ｆ

204 理容サービス 岸和田荒木店　　　　　　　 岸和田市荒木町１丁目４５２　　　　　　

205 ルビーコープ 岸和田店 岸和田市北町３１　　

206 レストラン ＆弁当ごち 岸和田市中井町１丁目４－６　　

207 ローソン ＪＲ東岸和田駅前 岸和田市土生町４－４－２８　

208 ローソン ＬＳ岸和田岸城町 岸和田市岸城町２－１　

209 ローソン 岸和田荒木町 岸和田市荒木町２－２０－１　

210 ローソン 岸和田池尻町 岸和田市池尻町４１３－１　

211 ローソン 岸和田稲葉町 岸和田市稲葉町３６９－１　

212 ローソン 岸和田内畑町 岸和田市内畑町３１９　

213 ローソン 岸和田岡山町 岸和田市岡山町２２７－１　

214 ローソン 岸和田尾生町 岸和田市尾生町７－１０－１２　

215 ローソン 岸和田尾生町五丁目 岸和田市尾生町５－２－３９　

216 ローソン 岸和田額原町 岸和田市額原町７１５－１　

217 ローソン 岸和田上野町東 岸和田市上野町東１０－１７　

218 ローソン 岸和田加守町三丁目 岸和田市加守町３－１２－１３　

219 ローソン 岸和田極楽寺町一丁目 岸和田市極楽寺町１－４－１８　

220 ローソン 岸和田小松里 岸和田市小松里町２５７２　

221 ローソン 岸和田小松里町南 岸和田市小松里町２１６５　

222 ローソン 岸和田新港町 岸和田市新港町１４－１　

223 ローソン 岸和田田治米 岸和田市田治米町１３１－５　

224 ローソン 岸和田積川町 岸和田市積川町７－１　

225 ローソン 岸和田徳洲会病院 岸和田市加守町４－２７－１　

226 ローソン 岸和田中井町 岸和田市中井町１－５－１　

227 ローソン 岸和田沼 岸和田市沼町３１－７　

228 ローソン 岸和田土生町一丁目 岸和田市土生町１－３－１３　

229 ローソン 岸和田土生町二丁目 岸和田市土生町２－２９－７　

230 ローソン 岸和田東大路町 岸和田市東大路町２６９　

231 ローソン 岸和田八阪町 岸和田市八阪町１－１０－３５　

232 ローソン 南海岸和田駅前 岸和田市別所町１－１－２　

233 ローソン 南海春木駅前 岸和田市春木若松町１５－２７　

234 和食さと 岸和田荒木店 岸和田市荒木町２丁目２１－６６　　


