さのぽ加盟店リスト(2020年11月1日現在)

来店で1ポイント進呈

LINE@
「さのぽ」ポイントが貯まる事業や
イベントの情報をいち早くお届けします！
友達登録よろしくお願いします！

最新情報は、さのぽホームページで確認できます。https://sanopo.com
グルメ（飲食店)

グルメ（飲食店)

さのちり亭
上町3-10-5 地下1階

串料理 ふじお
上町3-4-18 ファーストホテル 1階

みさき工房
羽倉崎1-1-10

和実や

和食 ウイングスきのした
072-415-1780 南中安松292-26

居酒屋 花満円 泉佐野店
072-464-5670 いこらも～る 泉佐野

和食 (有)松下電化センター
072-479-6500 上町3-5-18

居酒屋 十色
072-465-1145 日根野7039

和食 坂本電気商会
072-467-2522 高松東1-5-8

植田

羽倉崎1-3300-18

072-486-7538

居酒屋 天国 りんくう店

居酒屋 良食佳酒 典
072-469-1059 高松南2-4-27-1階

りんくう往来北１ りんくうパピリオ内

居笑屋 天国 泉佐野店
居酒屋 花鳥風月

若宮町1-22

炭火焼 とまり木
新安松3-2-30-2階

ゆう

072-479-8816

◆Kitchen-bar MARU りんくう店

居酒屋 昔造り 辻茂
072-460-1234 いこらも～る 泉佐野

ピッツェリア エッセディピュ
りんくう往来北6 いずみさの関空ﾏﾘｰﾅ内

リストランテ アパパーチョ
りんくう往来南3-41 メディカルりんくうポート1階

サファル タージマハル
栄町8-1

お菓子･スイーツ おそうじ本舗 泉佐野店
072-493-3485 鶴原1488-5
お菓子･スイーツ むてんかスタイルふくろや
072-462-0735 大宮町12-6-103

072-465-1920 いこらも～る 泉佐野
す～さんのｲﾝﾄﾞ料理 NAMASTE SURYA いこらも～る店
インド料理・カレー・ナン 西洋菓子処
まつみ玄璽
いこらも～る 泉佐野
072-447-7559 中庄876-2
お好み焼き・たこ焼き・焼きそば Sweet.ru1484
お好み家木金土
市場南1-8-1
072-496-7515 市場東2-306-1
お好み焼き・焼きそば・居酒屋 犬鳴豚本店
お好み居酒屋 wind bell
上町3-1-32
072-447-8738 高松西2-2414-7
各国料理･居酒屋 お米のかいた
LONESTAR
栄町4-13
072-461-1444 鶴原970-4
カフェ 魚竹
ベーカリーカフェ ロンドン
上町3-11-48
072-469-7602 日根野2735
カフェ フードショップかも
caffé GIUSTO
高松北1-1-4
072-461-1022 日根野1506
カフェ 泉州特産水なす漬け本舗 マコト商店
Work&Oasis 花筏
中庄1413-1
072-429-9602 大宮町12-6
カフェ idsumiピクルス
パンケーキカフェ Cafeblow
羽倉崎2-1-18

日根野3963-3

090-5127-9187 鶴原1291-1

cafe warna-warni

カフェ リカーショップ シントウ
090-9881-4852 日根野2330-5

日根野2918-15

alt burst
遊夢

カフェ （有）北庄司酒造店
072-458-8775 日根野3173

栄町9-2

cafe&Bar moto
上町3-11-25

カフェ・バー・パブ 唐揚げ専門店 鶏笑
072-463-8383 湊4-5-30

パン工房クルール

カフェ・ベーカリー

いこらも～る 泉佐野

072-463-9006

◆澳門(マカオ)食堂

アジアンカフェ ユメギフト
072-447-7860 上町3-8-10

りんくう往来北6-9

ＢＡＲ

和 wａ

◆ＳＨＲ
羽倉崎上町2-3451-1

ショッピング(他)
贈り物･みやげ

072-458-4000
生活用品

072-461-0771
072-461-0081

メガネワールド泉佐野

生活用品

生活用品

葵町2-6195(ピーナッツ敷地内)

072-461-1844 長滝1248-2

カレーの店 Eat it

カレー メガネのアイガン いこらも～る泉佐野店
072-465-7599 いこらも～る 泉佐野

羽倉崎2-5-3-15

喫茶マインド
中国四川家庭料理 蘭梅
Chinese Restaurant★北京飯店
新安松3-2-31

はや 魚太郎 泉州の郷
上瓦屋886

バイキング左近 末広店
新安松1-2

バイキング左近 霜降庵元気店
新安松1-2

バイキング左近 本店

いこらも～る 泉佐野
上町1-1-30

らｰめん ごん神
鶴原311-7

らｰめん ゴン太
日根野6454-43

J'adore Le Pain ｼﾞｬﾄﾞｰﾙ ﾙ ﾊﾟﾝ

ブッフェレストラン キッチンガーデン

日本料理 貴船
上瓦屋301-1

072-463-1246
本

072-458-1850
カードゲーム・TVゲーム

072-461-3650
レコード・カセット・CD

072-469-5878
カメラ・DPE

072-462-7667

◆Outdoor LIFE SHOP Piilo

アウトドア用品

072-469-5277 市場西3-9-33

072-425-0603

設計･工事･施工・リフォーム

旅行宿泊

072-493-8351
燃料 犬鳴山温泉 不動口館
072-465-1508 大木7

072-459-7326

ﾊﾞｽ・ﾄｲﾚ・ｷｯﾁﾝ・ﾘﾌｫｰﾑ 犬鳴山温泉 み奈美亭

温泉･旅館

温泉･旅館

072-468-0761 大木2236

072-459-7336

花･ガーデニング ◆アクアイグニス 関西空港 泉州温泉
072-488-7517 りんくう往来北1-23
花･ガーデニング Guest House Sano-San-Chi ｻﾉｻﾝﾁ
072-415-3211 上町3-11-5-4階

温泉･入浴施設

072-463-1600
旅館･民宿

080-3415-6145

花･ガーデニング 泉佐野市観光協会
072-466-7900 上町3-11-48

観光案内

072-469-3131

花・雑貨 泉佐野まち処
072-479-8000 上町3-8-12

みやげ

072-469-0724

畳 りんくうまち処

072-462-6111

072-474-2056

りんくう往来北1 りんくうパピリオ内

畳

レジャー・スポーツ

072-462-7455
畳 ストライクス

072-467-0418

みやげ

りんくうシークル店

ボウリング

072-447-5531

りんくう往来南3 りんくうシークル

不動産・ﾘﾌｫｰﾑ トライフォース関空
072-442-6668 上町3-1-31-2階

武道・格闘技・ﾌｨｯﾄﾈｽ

080-1492-5110

不動産 Polding Knot Climbing Gym
072-447-6624 下瓦屋3-13-10

072-464-4611

靴･かばん･小物 ほちょうき工房 ヨシノ
072-462-8265 上町2-8-48-102
美容･コスメ 泉佐野補聴器センター
いづつや 化粧品 名店街店
上町3-8-15
072-462-7781 高松東1-9-18
美容･コスメ 神皇漢方薬局
POLA THE BEAUTY 泉佐野外環店
上瓦屋302-1
072-462-3348 上町3-1-1
美容･コスメ 南薬局
POLA化粧品 泉佐野駅前店
上町3-10-17
072-462-0425 長滝1458
無添加手作り石けん専門店 オラン・ク・オラン
美容･コスメ 鍼灸整骨院ひなたぼっこ
栄町9-7
080-3858-4714 下瓦屋3-1-19
美容・マッサージ
手のひら整顔術 笑楽館
その他
旭町6-1
072-457-1811
美容院･エステ プラスワン by H2O
A:ria es uno アーリア エス ウーノ
上町2-3-6
072-461-2434 いこらも～る 泉佐野
美容院･理容院･毛髪業 パソコンドック24 泉佐野店
美容室髪工作
大西2-2-27-1
072-463-4381 下瓦屋1-2-3-1
美容院･理容院･毛髪業 ﾊﾟｿｺﾝお助けﾏﾝ ｺﾝﾍﾟ株式会社
ヘアメイク Ciel
羽倉崎1-1-6
072-465-3538 葵町1-3-18
美容院･理容院･毛髪業 泉佐野モバイル
H&R大阪舘
鶴原1803-7
072-462-7288 市場東1-295-1

肉料理･焼肉 学生服のノグチ 日根野駅前店
072-464-6611 日根野7087

制服 hair make D･R･E･A･M(ﾄﾞﾘｰﾑ)
072-467-1000 日根野4291-2-101

美容院 ワンちゃんの美容室デイジー
072-469-2887 上之郷1572-12

肉料理･焼肉 制服のいしはら
072-462-4129 日根野2679-5

制服 菊美容室
072-467-0072 長滝1765-2

美容院 親族葬も浦田会館
072-465-0894 長滝984-1

生活用品

瀬戸物･金物･厨房道具 アド (おしゃれスポット)
072-462-3999 羽倉崎1-1-24

バー・パブ はんのあおき
072-464-9998 若宮町5-1
ラーメン リサイクル・テクノ
072-458-2700 日根野1415
ラーメン Seria いこらも～る泉佐野店
072-463-2604 いこらも～る 泉佐野
レストラン

住まい

文房具 スカーレット
072-469-5228 上町3-8-21

美容院･理容院･毛髪業 株式会社 みぞばた
072-464-4111 市場南1-3-45

洋服(婦人服) ◆家族葬の浦田会館 てらすホール
072-466-4528 日根野4198-1
婦人服･靴･かばん･小物 ◆英会話 Giテック

072-462-7867

上町3-9-26-3階

印鑑 ジュエリーフルミヤ泉佐野駅前店
072-463-4646 上町3-10-16

宝石・貴金属・時計 ｺﾜｰｷﾝｸﾞｽﾍﾟｰｽ Co-Labo'S(ｺﾗﾎﾞｽ)

リサイクルショップ パーツクラブいこらも～る泉佐野店
072-467-0630 いこらも～る 泉佐野

アクセサリー ◆は2020年1月以降の加盟店です。

その他 リフィール Re-Fill
072-488-7101 いこらも～る 泉佐野

フレーバー
いこらも～る 泉佐野

レストラン ノザワ電器商会
072-469-7109 大宮町10-1

家電 MIX MOTION
072-462-7865 いこらも～る 泉佐野
家電 KETTY
072-462-1467 いこらも～る 泉佐野

レストラン (有)シバノデンキ
072-461-2207 長滝3784-1

家電 LOBELIA泉佐野店
072-466-3887 いこらも～る 泉佐野

和食 ヌキサコ電化設備
0120-546-222 日根野4190-20

家電 きもの・帯 扇屋
072-464-3432 上町3-9-31

ボルダリングジム

072-447-9980

医療･健康･介護

制服 ◆ヘアーサロン ひらいわ※2
072-464-0022 佐野台1040-15

レストラン ナルト無線電機商会
072-469-6915 上町3-8-21

エブノ泉の森ホール

072-461-1200

肉料理･焼肉 学生服のノグチ 泉佐野本店
072-463-8988 本町1-16

美食倶楽部一歩 泉佐野店
ﾚｽﾄﾗﾝ泉の森

タイヤ・ホイール専門店

072-462-2288

072-464-9930

高松南1-1-45

072-469-1200

中華･中国料理 ふくろやタオル
072-465-6080 旭町3-37

いこらも～る 泉佐野

りんくう往来北1-7 関西ｴｱﾎﾟｰﾄﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ

生活用品

鳥料理・レストラン ティンカーベル泉佐野店
072-469-1005 いこらも～る 泉佐野

SHOT&COCKTAIL'S X‐Y‐Z

072-469-3603
072-462-3801

肉料理･焼肉 株式会社 鍵野商店
072-466-0400 栄町9-9

南中岡本327-1

生活用品
生活用品

中華･中国料理 泉州タオル館 (本店)
072-463-1658 市場西1-8-8

上町1-8-26

とりみそ焼き 鶏坊

072-425-6139

喫茶店 K's Cotton House
072-461-2777 羽倉崎1-5-31

栄町5-3

カー用品・車検・整備

からあげ・弁当 エリート靴店
072-463-1220 上町3-8-22

カラオケ・バー メガネショップシミズ
080-4025-5586 鶴原5-1-6

18.44 CAKE FACTORY & WORKSHOP(ﾋﾟｰﾅｯﾂ) カフェ・スイーツ

072-464-1525

楽器

美容・ファッション

072-468-0850

バー めがね店エムズグラッシーズ
072-458-7778 上町1-8-53-101

大西1-1-9

住まいのクリーニング

072-462-1382 日根野1688－3
アイス・ジェラート 花工房Ran Ran
072-447-9718 いこらも～る 泉佐野
食料品 Sunny Flower
072-458-8050 日根野3726-1
食料品 おはなやさん稟
072-462-0286 長滝1690-1
食料品 Budream -バドリーム072-467-0024 俵屋321-1
食料品 畳の小薮商店
072-467-0194 羽倉崎1-6-35
食料品 上村畳店
072-462-0440 上瓦屋130-3
食料品 梶野畳商店
072-462-8186 日根野2283
酒・飲料品 株式会社 よつば地所
072-467-0354 中町4-1-25
酒・食品・ガス器具 ハウスドゥ！泉佐野日根野店
072-462-0463 日根野4288-1
製造・加工（食料品）

ﾊﾞｲｸ販売･中古･買取

寝具 富士カメラ
072-460-3333 上町3-9-32

お菓子･スイーツ 宮内株式会社
072-464-3070 長滝729-1

お菓子･スイーツ 石原住器株式会社

カフェ 辻野商店
072-442-6731 市場西1-5-18

大西1-13-14

カフェ

高松北1-8-9

イタリアン・フレンチ パティスリー アン・スリール
072-425-9054 市場西1-1-11

洋菓子の不二家 いこらも～る泉佐野店

072-464-5363

リフォーム 宮脇書店 泉佐野店
072-463-3181 いこらも～る 泉佐野
インテリア･リフォーム ドラゴンスター泉佐野店
072-462-3748 市場西3-7-15
インテリア･リフォーム スーパースターレコード by更科
072-462-7825 上町3-9-26

下中装飾

イタリアン・フレンチ 京橘
072-464-1320 高松東1-5-22

インド料理・レストラン

ﾊﾞｲｸ販売･中古･買取

趣味

0120-095-481

和食･居酒屋 株式会社 赤坂寛
080-3139-7755 市場東2-307-3

インド料理・カレー 前田幸月堂
072-458-0299 若宮町1-19

072-462-7417

リフォーム いづみや楽器店
0120-67-8578 若宮町10-20

お菓子･スイーツ 田川装飾
072-469-6336 上町3-8-10
お菓子･スイーツ 睡眠の店 蒲団屋かねい 泉佐野店
072-462-3770 中庄898-1

す～さんのｲﾝﾄﾞ料理 NAMASTE SURYA本店

リフォーム

和食･居酒屋 おにき塗装店
072-496-7770 高松南3-3-24

ショッピング(食料品)

自転車･ﾊﾞｲｸ販売･修理

072-462-2289 高松南3-5-23
家電･リフォーム オートバックス泉佐野
072-464-4780 鶴原1887
家電･リフォーム オールドギア泉佐野店
072-462-2188 上瓦屋690-1

和食･わたりがに料理 株式会社 マル熊塗装
072-462-3740 日根野5923-2

下瓦屋3-15-55
りんくう往来北1 SiSりんくうタワー25階

家電 サイクルショップ そわ
072-465-0274 葵町3-6-50
家電･ﾊﾞｽ・ﾄｲﾚ・ｷｯﾁﾝ バイクショップ SINZEN
072-463-2182 日根野3975
家電･リフォーム スエヒロオート

和食 マルミヤでんき
072-469-3618 湊2-6-45

居酒屋 和風ダイニングバー Hangout
072-465-9960 上町3-8-8
居酒屋 鶏と魚
072-415-0166 下瓦屋1-2-10
居酒屋

羽倉崎1-3303-31

自動車･バイク

和食 熊谷電化センター
072-462-0344 日根野3992

居酒屋 割烹 松屋
072-469-6969 市場東2-312-3

市場西3-6-11

◆ごはんやさん

住まい

居酒屋 和モード ちよ松
072-464-2224 下瓦屋2-4-59

居酒屋 お食事処

・泉佐野 まち処
・りんくう まち処(りんくうパピリオ内)
・いこらも～る泉佐野 1階インフォメーション
・泉佐野ふるさと町屋館（旧新川家） ※１
・泉佐野市観光情報センター

072-464-8468
072-461-4182
洋服(紳士服･婦人服)

りんくう往来北1 りんくうパピリオ東棟

介護･福祉

072-477-2287
介護･福祉

072-462-1122
薬

072-464-1181
薬

072-465-0808
整体･各種療術

072-457-9583

合ｶｷﾞ･くつ修理

072-458-2582
パソコン修理

072-424-4695
パソコン出張ｻﾎﾟｰﾄ

072-463-3341
IT･情報通信

0120-301-924
写真・貸衣裳

072-493-7682
ドッグサロン

072-496-0388
葬祭

072-465-0832
葬祭

072-464-0023
英会話教室

072-464-3778
その他のサービス

072-479-3505

※1 泉佐野ふるさと町屋館は、土日祝に開館
平日は行事や教室、貸館など不定期開館です。

072-458-8555
洋服(婦人服)

072-469-6507

店舗によっては新型コロナウィルスの感染拡大の配慮により

洋服(カジュアル) 営業の自粛や営業時間の短縮をしている場合がございます。

072-463-8881

直接店舗にご確認下さい。

洋服(婦人服)

072-469-6781 【お問合せ先】泉佐野ポイントカード会 上町3-8-12
洋服(婦人服) 泉佐野まち処内 TEL:072-469-7500
072-458-6659 平日13:00～19:00
ホームページ facebook
呉服

072-462-7665

