
 

＜大阪駅 駅ナカ店舗＞                                                       54店舗 

（改札内） 

セブン-イレブン ハートイン JR大阪駅桜橋口内 

セブン-イレブン ハートイン JR大阪駅連絡橋口内 

セブン-イレブン キヨスク JR大阪駅１番のりば 

セブン-イレブン キヨスク JR大阪駅３番のりば東 

セブン-イレブン キヨスク JR大阪駅３番のりば西 

セブン-イレブン キヨスク JR大阪駅５番のりば東 

セブン-イレブン キヨスク JR大阪駅５番のりば西 

セブン-イレブン キヨスク JR大阪駅 7番のりば東 

セブン-イレブン キヨスク JR大阪駅 7番のりば西 

セブン-イレブン キヨスク JR大阪駅 11番のりば西 

セブン-イレブン キヨスク JR大阪御堂筋口内北 

セブン-イレブン キヨスク JR大阪駅御堂筋口内南 

セブン-イレブン ハートイン JR大阪駅 11番のりば 

エキマルスイーツ 大阪桜橋口店 

ブルズロック 

麺亭しおつる 

洋菓子のヒロタ JR大阪駅構内店 

ベーグル＆ベーグル JR大阪駅構内店 

デリカフェ・エキスプレス大阪mini 

イイコット 大阪 

旅弁当 大阪店 

旅弁当 大阪御堂筋口店 

プロントイルバール 大阪 

デリカフェエキスプレス大阪 

らぽっぽmini-on JR大阪駅店 

miniらぽ PLUS+ JR大阪駅桜橋口店 

QB HOUSE JR大阪駅店 

（改札外） 

ブックスタジオ 大阪店 

エピソード 大阪 

いかりスーパー ＪR大阪店 

デリカフェ・キッチン大阪mido 

麺家大阪みどう店 

セブン-イレブン ハートイン JR大阪駅御堂筋南口 

５５１蓬莱 ＪＲ大阪駅御堂筋口 

セブン-イレブン ハートイン JR大阪駅北 

デリカフェ大阪North店 

セブン-イレブン キヨスク JR大阪駅中央口北 

エーワンベーカリー JR大阪 

５５１蓬莱 ＪＲ大阪駅中央口 

アントレマルシェ大阪 

デリカフェ・キッチン大阪 

エスタシオンカフェグラン 

駅クオール薬局 JR大阪店 

デリチュース大阪店 

洋麺屋五右衛門 JR大阪駅店 

ピッコロカリー JR大阪駅店 

ビアードパパ JR大阪駅店 

観音屋 JR大阪駅店 

御座候 大阪駅店 

ベルギーワッフル マネケン JR大阪駅店 

PABLO JR大阪駅店 

アース ミュージック＆エコロジーリビングストア 

インデックスプレ 

ラ・パレット 大阪 

 

＜大阪駅 商業施設＞            68店舗 

桜橋口「エキマルシェ大阪」の 43 店舗 

桜橋口西側「梅三小路」の全 17店舗 

※銀行ATM、Dream Shop、JTB、 

ALBi内全店は対象外となります 

 

大阪駅地下１F「クロスト」の下記 8店舗 

八百富写真機店  

サリュ 

Heartdance   

マツモトキヨシ 

ハックルベリー 

あらうま堂 

五郎っぺ食堂 

マクドナルド JR大阪駅桜橋口店 

 

＜天満駅 駅ナカ店舗＞                                                        3店舗 

（改札外） 

 セブン-イレブン キヨスク JR天満駅改札口 

 エピソード 天満 

 サンエトワール天満 

 

 

 

 

 

 

 



＜京橋駅 駅ナカ店舗＞            9店舗 

（改札内） 

QBハウス JR京橋駅内回り店 

麺家京橋東西線 

麺家京橋外回り 

麺家京橋内回り 

セブン-イレブン ハートイン京橋駅１番のりば 

QBハウス JR京橋駅店 

（改札外） 

セブン-イレブン キヨスク JR京橋駅西口 

ベルギーワッフル マネケン JR京橋駅店 

パン工房鳴門屋京橋店 

 

＜大阪城公園駅 駅ナカ店舗＞                                                    1店舗 

（改札外）セブン-イレブン キヨスク大阪城公園駅改札口  

 

＜森ノ宮駅 駅ナカ店舗＞                                                       3店舗 

（改札外） 

セブン-イレブン ハートイン JR森ノ宮駅北口 

ブックスキヨスク森ノ宮店 

フレッシュベーカリー神戸屋森ノ宮駅店 

 

 

＜玉造駅 駅ナカ店舗＞                                                        1店舗 

（改札外 ビエラタウン） 

セブン-イレブン ハートインビエラ玉造 

 

 

＜鶴橋駅 駅ナカ店舗＞                                                        8店舗 

（改札内） 

アンドリューのエッグタルト 

らぽっぽファーム JR鶴橋駅店 

麺家鶴橋店 

エピソード 鶴橋 

ロッテリア鶴橋 

セブン-イレブン ハートイン JR鶴橋駅 1番のりば 

柿の葉ずし総本家平宗ＪＲ鶴橋駅店 

（改札外） 

セブン-イレブン キヨスク JR鶴橋駅中央改札口 

 

 

＜桃谷駅 駅ナカ店舗＞                                                        4店舗 

(改札外) 

咲菜ＪＲ桃谷駅店 

スターバックスコーヒーＪＲ桃谷駅店 

セブン-イレブン ハートイン JR桃谷駅南口 

駅クオール薬局 JR桃谷店 

 

 

＜寺田町駅 駅ナカ店舗＞                                                       1店舗 

（改札外） 

セブン-イレブン ハートイン寺田町北口 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



＜天王寺駅＞                                                              13店舗 

（改札内） 

エーワンベーカリーJR天王寺駅 

ベルギーワッフル マネケン JR天王寺駅店 

洋菓子のヒロタ JR天王寺駅構内店 

麺家天王寺店 

麺家みちくさ 

カフェプレスト天王寺 

エピソード 天王寺 

セブン-イレブン ハートイン JR天王寺駅中央口 

セブン-イレブン キヨスク JR天王寺駅 1番のりば 

セブン-イレブン ハートイン JR天王寺駅東改札内 

デリカフェ・キッチン天王寺（10/31開業予定） 

（改札外） 

アントレマルシェ天王寺 

エキマルスイーツ天王寺店 

 

 

 

＜新今宮駅 駅ナカ店舗＞                                                       1店舗 

（改札内） 

セブン-イレブン ハートイン新今宮西口 

 

 

＜大正駅 駅ナカ店舗＞                                                        1店舗 

（改札外） 

セブン-イレブン キヨスク大正駅改札口 

 

 

＜弁天町駅 駅ナカ店舗＞                                                       2店舗 

（改札外）  

マクドナルド弁天町 

セブン-イレブン ハートイン弁天町南口 

 

 

＜西九条駅 駅ナカ店舗＞                                                       4店舗 

（改札外）  

エピソード 西九条 

麺家西九条店 

吉野家 西九条 

セブン-イレブン ハートイン JR西九条駅改札口 

 

 

＜福島駅 駅ナカ店舗＞                                                        1店舗 

（改札外） 

セブン-イレブン ハートイン福島駅前店（11/7開業予定） 

 

 

 

 


