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【ＳＣ豊中 会員優待制度】
協賛店一覧の発刊に寄せて

　平素は、ＳＣ豊中（豊中市老人クラブ連合会）の活動
に格別のご尽力とご指導をいただきありがとうござい
ます。
　さて、会員優待制度は、老人クラブへの加入のメリッ
トを増やしてほしいとのお声を受け、ＳＣ豊中の創立
６０周年記念事業の一環として、平成３０年１１月か
ら取り組みを始めたものです。
　この間、暑い日も、寒い日も、雨の日も、担当役員
が一軒一軒の店舗や事業所を訪問させていただき、協
賛店の拡大に努めてきました。中には依頼を断られる
こともありましたが、活動の甲斐もあり、このたび協
賛店が当初目標としていた２００店舗を達成すること
ができ、それを機に本冊子を発刊することになりまし
た。
　この活動にご尽力をいただきました皆さま、ならび
にご協力いただきました協賛店の皆さまに、深く感謝
を申しあげますとともに、引き続きのご支援をよろし
くお願いします。
　会員の皆さまにおかれましては、本冊子をご活用い
ただき、家から一歩でも外に出ていただき、皆さまの
楽しみ、喜びの一端となれば幸いです。
　結びに、コロナ禍ではありますが、くれぐれもお体
を大切にしていただき、心身ともに健康な日々をお送
りいただけることを祈念しています。

令和３年９月

ＳＣ豊中 会長
前田　雄治
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■ＳＣ豊中 会員証発行規定
１．�会員証は各単位クラブ会長から提出の会員証発行依頼書に基づき無料で発行する。
　　必要記載事項は、所属クラブ名、氏名、発行年月日とし、有効期限は記載しない。
２．会員証の新規発行は毎年４月末及び１０月末に締め切って翌月に発行する（再発行分を含む）。
３．会員証を再発行するときは発行手数料として１件につき２００円を徴収する。
４．会員証は他人に譲渡若しくは貸与してはならない。
５．会員資格を喪失したとき、会員証は原則として単位クラブ会長が回収し、破棄処分する。
６．この規定は２０１８年（平成３０年）１２月１日から適用するものとし、
　　暫定措置として２０１８年（平成３０年）１１月３０日現在の会員に対し、可及的速やかに発行する。

以　上
【平成３０年１０月１１日常任理事会で審議のうえ決定】



①ＳＣ豊中 会員証について
　ＳＣ豊中の会員の皆様にお渡ししている「ＳＣ豊
中会員証」は、「ＳＣ豊中 会員優待制度協賛店」に
提示すると、さまざまなサービスや特典を受けるこ
とができます。

②ＳＣ豊中 会員証の発行・使用について
１． 会員証は各単位クラブから提出された会員証発
　　行依頼書に基づき、無料で発行します。
　　発行依頼書を基にＳＣ豊中の会員証担当役員が
　　会員情報を登録し、ＳＣ豊中会員証を発行しま
　　す。ＳＣ豊中担当役員からＳＣ豊中会員証が送
　　付されますので、会員証に記載された所属クラ
　　ブ名と氏名をご確認ください。
２．会員証の新規発行は毎年４月末及び１０月末に締め切って翌月に発行します（再発
　　行分を含みます）。
３．会員証の再発行には、発行手数料として２００円／件を徴収します。

③会員証を使用する際の注意点
１．「ＳＣ豊中協賛店」は下記の協賛店ステッカーの
　　あるお店でご利用頂けます。お出かけの際にこ
　　ちらのステッカーを見つけたら、ぜひお手元の
　　「ＳＣ豊中会員証」をご提示ください。（ステッ
　　カーを貼っていない店舗もありますので、その際は店舗にご確認ください）
２．会員カードは、ご本人に限り有効です。他人に貸与、譲渡することは出来ません。
　　また、会員カードの紛失・盗難等の際は、ＳＣ豊中事務局にその旨ご連絡をください。
３．本誌に掲載されている協賛店は作成時点のものです。ご利用可能店舗や優待内容は
　　随時更新されておりますので、ご使用時に店舗でご確認ください。現在はご利用で
　　きない店舗や優待内容の変更等につきましてはご理解・ご協力をお願いします。
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　  【お願い】
　 1. この会員証は紛失しないように
　　 保管してください。
　 2. この会員証は他人に譲渡若しくは
　　 貸与してはいけません。
　 3. この会員証は会員資格を喪失した
　　 時は会長に返却してください。

本冊子に掲載されている協賛店舗は、令和３年８月28日現在のものです。
以降の新規店舗は、ＳＣ豊中ホームページ「豊寿」、広報紙「豊寿」で随時更新します。

ＳＣ豊中（豊中市老人クラブ連合会）ホームページ「豊寿」
https：//toyonaka-shirouren.jimdofree.com/
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鍼灸・整骨
増田鍼灸整骨院
住　　所 北条町2−11−20
電話番号 6332−8702

初診料を無料に

弁当
おいしか弁当
住　　所 豊南町南3−4−5
電話番号 6334−3939

弁当1,000円以上で缶入りお茶１本サービス

飲食店
喫茶 きりん
住　　所 豊南町南4−5−2
電話番号 6334−5174

ランチセットにプチデザートサービス
（季節によりアイスクリーム等）

飲食店
ラウンジ ポエム
住　　所 曽根西町3−7−5
電話番号 6841−0317
飲み放題２時間（カラオケ無料・チロム（菓子）付）
　男性3,000円を2,500円に
　女性2,000円を1,500円に

飲食店
お好み焼き 一二三
住　　所 三国2−2−9
電話番号 6331−0193

飲食代金、お持ち帰り10％割引

弁当
ほかほか弁当 ホットフーズ 曽根店
住　　所 曽根西町1−1−14
電話番号 6845−8810

1,000円以上お買い上げで50円割引

理容
ヘアーサロン ナイス
住　　所 島江町2−19−13
電話番号 6331−8692

500円割引（予約制）

眼鏡・補聴器
メガネの三城 豊中曽根店
住　　所 曽根東町6−12−18
電話番号 6866−6770

眼鏡１組１万円以上購入で2,000円割引、
補聴器購入は三城価格からさらに5,000円割引

眼鏡店
メガネのヤマデラ
住　　所 曽根東町3−2−1−105
電話番号 6862−0497

メガネ一式（フレーム + レンズ）お買い上げで
1,000円割引

スポーツ用品
アサヒスポーツ
住　　所 庄内西町2−22−35
電話番号 6331−1214

お買い上げの20％割引（但し、対象外あり）

メガネ・補聴器・コンタクトレンズ
メガネの愛眼 曽根店
住　　所 曽根東町3−3−1 ダイエー曽根店5F
電話番号 6864−1841

メガネの愛眼価格よりメガネ10％割引、
補聴器５％割引（他の割引企画との併用不可）

はんこ・印刷・合いカギ・コピー
はんこのイング
住　　所 庄内西町2−28−12
電話番号 6333−0100

1,500円以上お買い上げで10％割引

メガネ・補聴器・コンタクトレンズ
メガネの愛眼 庄内店
住　　所 庄内西町2−2−3−23 グルメシティ庄内店2F
電話番号 6332−9314

メガネの愛眼価格よりメガネ10％割引、
補聴器５％割引（他の割引企画との併用不可）

ベーカリー＆カフェ
モンパルナス 豊中庄内店
住　　所 庄内西町２−15−8 1F
電話番号 6335−7888
テイクアウトのパン類（税込み500円以上）の
お買い上げで、次回来店時に使える50円券を
プレゼント（期限２カ月）
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大衆演芸
庄内 天満座
住　　所 庄内西町3−1−5 サンパティオ3F
電話番号 6333−4480
１人1,000円に割引（通常は1,800円）
割引券必要（事務局へ請求のこと）
12：00～・17：30～　の２部制

飲食・販売（減塩キムチと韓国惣菜）
大
テ グ

邱
住　　所 庄内西町3−19−20
電話番号 4977−1682

1,000円以上お買い上げで、
韓国のり または お茶進呈（季節により変更）

カラオケ喫茶
ヘブン ユキコ
住　　所 服部元町2−2−19
電話番号 090−3277−5099

1,500円セット料金から200円割引

持ち帰り弁当
ほっかほっか亭 服部店
住　　所 服部本町2−2−3
電話番号 6862−1168

500円以上（税込）でコロッケ１個サービス

花屋
Dear Flowers
住　　所 服部本町1−7−6
電話番号 080−9122−8783

1,000円以上お買い上げで100円割引
（一部対象外品あり）

中国料理店
藍天
住　　所 服部本町1−7−11
電話番号 6863−1690

飲食費10％割引

テイクアウト専門店
大同門のからあげ 庄内店
住　　所 庄内西町3−1−5 サンパティオ1F
電話番号 4866−5252

モモ唐揚げ または 唐揚げ弁当をお買い上げの際、
１人１個唐揚げ増量サービス

眼鏡・光学器
キリコ眼鏡店
住　　所 服部本町1−7−9 森川ビル1F
電話番号 6863−6100
消費税追加なし
10,000円以上お買い上げで2,000円割引　　
20,000円以上お買い上げで3,000円割引

眼鏡・補聴器・コンタクトレンズ
眼鏡市場 豊中稲津店
住　　所 稲津町1−9−3
電話番号 054−275−5012

店頭価格から５％割引（補聴器、備品を除く）

焼肉（飲食）
のて 豊中庄内店（ビーファーズ豊中庄内牧場）
住　　所 庄内西町5−1−14
電話番号 6331−2929

来店時ファーストドリンクプレゼント
（１組人数分ワンドリンクサービス）

さしみこんにゃく
育
ハグクム

夢 糸をかし工房「糸こんこん」
住　　所 服部寿町3−18−6
電話番号 6868−2153・6866−7255
さしみこんにゃく100円を90円に、150円を130円に、
または、
２つ以上お買い上げで酢みそ１個（30円）サービス

屋台
豊中市小売商業団体連合会
住　　所 庄内幸町５丁目 庄内神社 境内
電話番号 6843−0603

第４日曜 青空市（雨天決行）
屋台によりサービスは色々

葬祭業
家族葬 千の風 豊中服部式場
住　　所 服部寿町3−15−1
電話番号 0120−328−318
有料会員価格にて利用できます。

「豊中市老人クラブ連合会」名で供花１対御供、
関西営業部26式場で利用できます。

美容室
ビューティ あい
住　　所 服部西町1−2−20 グリーンビル2F
電話番号 6863−3737

パーマ1,000円、カット500円、
ヘヤーダイ1,000円、ブロウ500円 各サービス
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飲食店
インド料理レストラン R

ラ ニ

ANI
住　　所 服部西町2−5−20
電話番号 6151−4000

ランチ注文で100円割引
ディナー注文で10％割引

中華料理店
中華 上原
住　　所 服部西町2−2−21
電話番号 6864−3413

お食事の方、ゴマ団子（あんこ）１個サービス

精肉店（小売）
フレッシュミート とりさか
住　　所 服部西町2−4−1
電話番号 6863−6334

お買い上げの方全員に豊中市のゴミ袋進呈

飲食店
お好み焼き・たこ焼き おたふく 服部店
住　　所 服部西町2−2−1
電話番号 6868−3151

全種10％引き
お買い上げ金額により景品あり

和菓子店
御菓子司 富貴屋
住　　所 服部西町2−5−23
電話番号 6863−0504

1,000円以上のお買い上げで
豊中銘菓『白球もなか』を１個進呈

パン店
T
テ チ ュ

etu &
アンド

 S
サ ン

un
住　　所 服部西町2−7−9
電話番号 6863−1234

500円以上のお買い上げで10％割引

小売り即売・飲食
集い処 さくら
住　　所 服部西町2−5−20
電話番号 080−1523−9937

消費税分相当サービス もしくは 緑茶１杯サービス

ねり物販売
服部かまぼこ
住　　所 服部西町2−4−10 服部阪急商店街
電話番号 6863−6591

500円（税別）以上で10％割引

薬・化粧品
くすりのエンゼル 健翔堂
住　　所 服部西町2−5−19
電話番号 6863−6594

1,100円（税込）お買い上げ毎に80円値引き
（他サービスとの併用不可）

飲食店
旬采・旬魚 おばんざい倶楽部 平・HIRA亭
住　　所 服部西町1−3−3
電話番号 6863−5555

1,000円以上で10％割引

菓子店
お菓子のデパート よしや 服部店
住　　所 服部西町1−3−1
電話番号 6864−1671

1,100円（税込）お買い上げで飴（100円相当）を
１袋サービス（当店指定品）但し、１日１回限り

飲食店
ごはん処 おかだや
住　　所 服部豊町1−3−14
電話番号 6863−6974

800円以上で50円割引

整体
三宅治療院
住　　所 服部豊町1−11−21 スターハイツ109
電話番号 6864−8149

施術費初診6,000円を4,000円に
２回目以降は通常の5,000円

ケーキ・カフェ
Uma Uma Café
住　　所 服部西町2−4−9
電話番号 6863-8821

1,500円（税抜き）以上の飲食または持ち帰りで
クッキー300円（税抜き）プレゼント
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米穀小売
お米の友 まつもと
住　　所 服部豊町2−1−5
電話番号 6863−0161

５㎏以上お買い上げで50円割引

居酒屋
居酒屋 三

サ ン タ

太
住　　所 長興寺南4−2−1
電話番号 6866−2666
ポイントカードでサービス
　・ポイント10コで生ビール１杯
　・ポイント30コで1,000円引き

スポーツ用品
ＵＳスポーツ
住　　所 中桜塚1−2−2 岡町・桜塚商店街
電話番号 6855−3001

1,100円（税込）お買い上げで定価の10％割引
（一部例外あり）

葬祭業
家族葬 千の風 東豊中式場
住　　所 東泉丘2−14−1
電話番号 0120−328−318
有料会員価格にて利用できます。

「豊中市老人クラブ連合会」名で供花１対御供、
関西営業部26式場で利用できます。

葬祭業
家族葬のセレモニーハウス 豊中夕日丘
住　　所 夕日丘1−2−8
電話番号 0120−56−4142
会員価格（基本プランの10％OFF プラス

式場使用料最大10万円割引）
関西87会館で適応

レディース衣類
Violet modo
住　　所 中桜塚1−2−11 岡町・桜塚商店街
電話番号 6850−7021

2,000円以上お買い上げで５％割引

菓子小売り
まるしげ 緑地公園駅ビル店
住　　所 寺内2−4−1　B1F
電話番号 6865−3357

10％割引（但し、飲料を除く）
他のセールと併用不可

メガネ＆アロマ
メガネ＆アロマ @Smile
住　　所 長興寺南4−3−28 コープ緑地101号室
電話番号 7494−1573

メガネ一式購入で10％割引

∞

バッグ販売
アルティアーノ
住　　所 中桜塚1−2−3 岡町・桜塚商店街
電話番号 6853−6688

代金の10％割引

お好み焼き
お好み焼き やまとや
住　　所 中桜塚1−2−11 岡町・桜塚商店街
電話番号 記載しない

お好み焼き　730円を700円
焼きそば　　730円を700円

リサイクル書店
マイブックス
住　　所 中桜塚1−2−9 岡町・桜塚商店街
電話番号 090−3705−0790

10％割引

和菓子製造販売
亀甲堂
住　　所 中桜塚1−2−2 岡町・桜塚商店街
電話番号 6857−5649

進物用品10％割引

ラーメン店
白らーめん 南ばん亭
住　　所 中桜塚1−2−3 岡町・桜塚商店街
電話番号 6858−8300

1,000円以上のご利用で100円割引

スィーツ店
さつまいも専門店 芋屋 なんばん
住　　所 中桜塚1−2−9 岡町・桜塚商店街
電話番号 6842−9339

1,000円以上のお買い上げで100円割引
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葬祭総合サービス業
加納会館
住　　所 中桜塚2−12−2
電話番号 6853−6171
当社規定の葬儀基本料金の10％割引

（但し、豊中市規格葬儀・加納規格外葬儀・
レリーフクラブ会員を除く）

仏具店
お香 & お念珠 てらの
住　　所 中桜塚2−1−3 岡町・桜塚商店街
電話番号 6857−1467

3,000円以上のお買い上げで５％割引

青果店
蔵野青果
住　　所 中桜塚2−27−8 桜塚ショッピングセンター
電話番号 6854−8811

500円以上のお買い上げで50円割引

玩具店
丸中玩具店
住　　所 中桜塚2−1−2 岡町・桜塚商店街
電話番号 6852−4028

代金の５％割引

介護用品
カワバタ㈱
住　　所 中桜塚2−27−3 岡町・桜塚商店街
電話番号 6857−0309

代金の５％割引（介護保険除く）

焼き鳥・飲食店
にしき亭
住　　所 中桜塚2−23−5 加藤ビル1F
電話番号 6840−2317

60分飲み放題
１人980円を１人900円に割引（２人以上で）

ドラッグストア
サヒエセトドラッグ
住　　所 中桜塚2−25−3−1
電話番号 6398−9108

来店された方に会計時に
マスク（10枚入り298円相当）プレゼント

豆腐屋
伏見屋 岡町・桜塚商店街店
住　　所 中桜塚2−27−2 岡町・桜塚商店街
電話番号 080−9154−3090

500円以上お買い上げで
豆腐、厚揚げ、湯葉10％割引

衣料品
衣料品メンズ＆レディース SUZUKI
住　　所 中桜塚2−27−1 岡町・桜塚商店街
電話番号 記載なし

表示価格から10％割引

鮮魚店
鮮魚一心
住　　所 中桜塚1−2−15 岡町・桜塚商店街
電話番号 6843−5453

値引き または サービス
（500円以上で50円引き）

手焼き饅頭
十
オ ハ コ

八番まんじゅう
住　　所 中桜塚1−2−36 岡町・桜塚商店街
電話番号 6845−5666

1,000円以上で50円割引

食品小売
北海道12旬
住　　所 中桜塚1−2−40 岡町・桜塚商店街
電話番号 6855−3776

お買い上げ額の10％割引

自転車店
葭田自転車店
住　　所 中桜塚1−8−3 岡町・桜塚商店街
電話番号 6853−0516

修理代のみ10％割引

メガネ小売
グリーンメガネ
住　　所 中桜塚1−3−29
電話番号 6841−2751

眼鏡一式購入でメガネスタンドプレゼント
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洋菓子販売
ボン・シンタニ
住　　所 中桜塚2−27−8 桜塚ショッピングセンター
電話番号 6841−5115

ショートケーキ・ケーキの切り端
500円以上お買い上げで50円割引

酒・食品販売
イナキク酒店
住　　所 中桜塚2−27−8−108 桜塚ショッピングセンター
電話番号 6852−4453

1,000円お買い上げごとに50円割引

印刷業
印刷プロ工房 きたぷり
住　　所 南桜塚1−1−1
電話番号 6841−2100

全品10％割引（対象外品あり）

飲食店
居酒屋割烹 つ

ツ ル ス ケ

る輔
住　　所 南桜塚1−22−7 ルオール曽根101号
電話番号 6841−0717

１人3,500円以上の食事で10％割引

青果小売
河野商店
住　　所 岡町南3−5−7
電話番号 4865−0218

値引き または サービス

コロッケ等販売
magoコロっ
住　　所 中桜塚2−27−8 桜塚ショッピングセンター
電話番号 6845−5190

568円以上のお買い上げで
ポテトコロッケ１個プレゼント

飲食店
としまさ２１４
住　　所 中桜塚2−27−8 桜塚ショッピングセンター1F
電話番号 6842−7234

お好み焼きに玉子サービス または
鯛焼き10匹で100円割引

補聴器
豊中補聴器センター
住　　所 岡町北1−1−15
電話番号 6848−4133

３ヵ月無料試聴貸出し、他店購入の補聴器を
無料調整・クリーニングサービス

飲食店
レストラン サウスウッド
住　　所 岡町南3−5−7
電話番号 6841−7956

食事後コーヒー又は紅茶サービス
飲み物のみ50円割引（他のクーポンと併用不可）

婦人洋品
エルナ
住　　所 岡町6−13
電話番号 6852−3168

定価の10％割引

クリーニング
山下ランドリー
住　　所 中桜塚2−28−11
電話番号 6852−0471

1,000円以上お買い上げで10％割引

フレイル予防
プリベンティブ・スタジオ 豊泉家 桜塚
住　　所 中桜塚3−2−1 豊泉家新予防センター2F
電話番号 0120−294−998
２時間のプログラム（脳活・心活・体活）

5,000円を無料に（要予約）
（但し、自立の方・初回のみ）

喫茶店
C
カ フ ェ

afé R
ロ ー ズ

ose
住　　所 中桜塚3−5−30 市役所別館横
電話番号 6843−7527

50円割引

整骨院・マッサージ
かがやき整骨院 岡町
住　　所 岡町1−26
電話番号 6845−4806

寝たきり危険度チェック
4,000円を無料サービス（予約制）
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美容室
C
ク リ ッ プ

LIP o
オ ン

n h
ヘ ア

air
住　　所 岡町8−21
電話番号 6846−8552

カット・カラー・パーマ
定価の20％割引

整骨院
むらやま整骨院
住　　所 岡町8−11−101
電話番号 6848−3787

自費施術 初回4,200円を2,160円に
（初めての方のみ）

喫茶店
喫茶 ココティー
住　　所 岡町9−1 畑ビル1F
電話番号 6853−7556

コーヒー代30円サービス

青果業
プチマルシェ岡町
住　　所 岡町9−1 畑ビル1F
電話番号 090−3358−2497

お買い上げ価格の10％割引

葬儀会館
シティホール豊中
住　　所 山ノ上町1−26
電話番号 6855−4444
葬儀費用より５万円引
霊安室料・寝台車（10㎞まで）無料、お花１基無料
他にＳＣ会員＋ベルコ会員の特典あり

メガネ・補聴器・コンタクトレンズ
メガネの愛眼 イオンタウン豊中緑が丘店
住　　所 緑丘4−1 イオンタウン豊中緑丘1F
電話番号 6841−0634

メガネの愛眼価格よりメガネ10％割引、
補聴器５％割引（他の割引企画との併用不可）

整骨院・整体院
なないろ整骨院・整体院
住　　所 緑丘4−11−5
電話番号 6840−0880

初回自費施術5,500円を2,160円に割引
（初めての方のみ）

飲食店
かに道楽 豊中店
住　　所 少路1−1−5
電話番号 6854−0808

ウエルカムドリンク サービス

飲食店
ステーキハウス神楽 豊中店
住　　所 少路2−8−13
電話番号 6850−2983
会計５％割引
ファーストドリンクサービス（１グループに限る）

（他と併用不可）

葬祭業
家族葬 千の風 豊中ロマンチック街道式場
住　　所 西緑丘3−10−15
電話番号 0120−328−318
有料会員価格にて利用できます。

「豊中市老人クラブ連合会」名で供花１対御供、
関西営業部26式場で利用できます。

焼肉（飲食）店
産直焼肉ビーファーズ 豊中緑丘店
住　　所 西緑丘3−11−1
電話番号 6846−2929

来店時ファーストドリンクプレゼント
（１組にワンドリンクサービス）

菓子販売
ベルギーチョコレート レオニダス 豊中店
住　　所 西緑丘2−6−28
電話番号 6845−7733

全商品５％割引

メガネ・補聴器・コンタクトレンズ
メガネの愛眼 東豊中店
住　　所 東豊中町5−1−12
電話番号 6841−7130

メガネの愛眼価格よりメガネ10％割引、
補聴器５％割引（他の割引企画との併用不可）

印刷業
きたがわぷりんと
住　　所 岡町10−1
電話番号 6841−2021

全品10％割引（対象外品あり）
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和菓子 製造販売
和菓子処 喜楽
住　　所 西緑丘3−13−12
電話番号 6335−4313

1,000円以上のお買い上げで10％割引

珈琲店
自家焙煎珈琲店 Basic珈琲
住　　所 西緑丘3−13−1 シンミ西緑丘ビル1F
電話番号 4867−3437

珈琲豆購入で10％増量

葬祭業
豊中大阪祭典 ファミリーホール
住　　所 熊野町3−5−7
電話番号 6398−9200

大阪祭典オリジナルプランより15％割引

眼鏡・補聴器
メガネの三城 豊中熊野店
住　　所 熊野町4−1−26
電話番号 6853−8820

眼鏡一組１万円以上購入で2,000円割引・
補聴器購入は三城価格からさらに5,000円割引

持ち帰り弁当
ほっかほっか亭 熊野町店
住　　所 熊野町2−10−23
電話番号 6848−3208

弁当１個につきコロッケ１個サービス

惣菜・弁当
デリカショップ浜田
住　　所 本町1−9−24
電話番号 6852−6547・0120−805615

500円購入につき50円割引
1,000円で100円割引

飲食店
天プラ らっきー
住　　所 本町1−9−19
電話番号 6848−2109

１人10円割引

メガネ小売
メガネのモモイ
住　　所 本町1−9−10−110 マストモール1F
電話番号 6855−3456

割引後レジで更に10％OFF

飲食店
マラサダドーナツのお店
住　　所 本町1−9−34
電話番号 6853−2170

税込み300円以上のお買い上げで
マラサダプレーン１つプレゼント

カレー店
Spice carry & Bal FANFARE
住　　所 本町1−9−33
電話番号 6151−9521

1,000円以上のご利用でソフトドリンクサービス

飲食店
天プラ 天舞
住　　所 本町1−10−6 2F
電話番号 6846−1008

1,000円以上で10％割引
（17：00～22：30の間）

イタリアンレストラン
I
イ

 L
ル

 P
パ ラ ド ッ ソ

aradosso 豊中店
住　　所 本町1−1−3 ティオ豊中1F
電話番号 6151−3633

11：00～15：00までのランチで
ソフトドリンク１杯サービス

整体院
かがやき骨盤整体院 豊中
住　　所 本町1−2−53−101
電話番号 6843−6584

寝たきり危険度チェック 4,000円（＋税）を無料に

飲食店
餃子の勝
住　　所 本町1−4−4
電話番号 7175−1164

お買い上げの10％割引
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整骨院
後藤整骨院
住　　所 本町3−15−27−1C
電話番号 6857−5012

初診時の自費分1,000円割引

飲食店
とん平 本店
住　　所 本町3−4−1
電話番号 6857−2025

ワンドリンクサービス（アルコール含む）

薬局
さくら漢方薬局
住　　所 本町3−1−26 ティオ阪急豊中2F
電話番号 6848−3040

1,000円以上のお買い上げで
血流・血管年齢測定無料（要予約）

眼鏡販売
サンメガ 三千円メガネ 豊中店
住　　所 本町2−4−6
電話番号 4865−9250

フレームとレンズセット購入で500円引き

ホテル
ホテル アイボリー
住　　所 本町3−1−16
電話番号 6849−1111
①サマーバイキング・新春バイキング
　１人300円引き
②ディナーショー  １人1,000円引き

飲食店
喫茶とファッションの店 SUN
住　　所 本町3−1−38 ニューライン豊中1F
電話番号 7181−1833

10円割引

自転車の販売・修理
さいくるぴっとダイワ
住　　所 本町3−1−54
電話番号 6857−3196

パーツ購入で工賃サービス（500円まで）
新車購入登録代サービス（600円）

お好み焼き・鉄板焼き
お好み幸房 和楽
住　　所 本町3−13−1
電話番号 6844−0766

１人1,500円以上の利用で10％割引
（但し、割引額上限1,000円）

菓子販売
キリヤクッキー
住　　所 本町1−11−5
電話番号 6852−8917

1,000円以上のお買い物で５％割引

写真撮影
森しげる写真場
住　　所 本町1−12−1
電話番号 6852−3052

代金から10％割引

生菓子
豊中 京富
住　　所 本町1−11−4 松原ビル1F
電話番号 6852−4031

生菓子10％割引

整体院
豊中カイロプラクティック整体院
住　　所 本町1−12−2−1F
電話番号 6151−4067
初回12,000円→2,980円、６回回数券49,800円→46,800円、
11回回数券83,800円→78,800円、
16回回数券111,800円→104,800円

パブ
パブ ベルウッド
住　　所 本町1−12−12 
電話番号 6840−0606

ソフトドリンク１杯サービス

野菜・果物販売
野瀬果実店
住　　所 本町1−13−34  チェリオビル1F
電話番号 6853−0536

1,000円以上お買い上げで50円割引
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時計・宝飾品販売と修理
イルヴォン テンポ
住　　所 玉井町1−1−1−212 エトレ豊中2F
電話番号 6846−1500

全品10％割引

ミュージアム
久保修 切り絵ミュージアム
住　　所 岡上の町1−4−20  ゆうみビル2F
電話番号 6855−0263

 入館料100円割引 （500円→400円） 

鍼灸・整骨院・整体・リハビリ
コタニ鍼灸・整骨治療院
住　　所 岡上の町4−4−5 田中ビル1F
電話番号 6857−0581
初診料550円を無料、初回自費20％OFF、
１ヵ所の治療3,300円を2,640円、
２ヵ所の治療6,050円を4,840円（税込）に割引

婦人服飾・雑貨
趣味の店 CoCo
住　　所 立花町1−2−23
電話番号 6855−9029

表示価格から10％割引

菓子小売り
まるしげ エトレ豊中店
住　　所 玉井町1−1−1−105 エトレ豊中1F
電話番号 6151−3750

10％割引（但し、飲料を除く）
他のセールと併用不可

眼鏡・補聴器
メガネの三城 エトレ豊中店
住　　所 玉井町1−1−1−318 エトレ豊中3F
電話番号 6858−1900

眼鏡１組１万円以上購入で2,000円割引、
補聴器購入は三城価格からさらに5,000円割引

飲食店
喫茶 ガーデン
住　　所 岡上の町2−6−8
電話番号 6852−5949

30円引き

喫茶店
桜塚４丁目
住　　所 北桜塚4−5−38−107
電話番号 6854−0393

ランチセット50円引き

整骨院
豊中愛整骨院
住　　所 本町7−1−31 エイコー本町ビル1F
電話番号 6849−5611
治療（肩、腰、膝）等の痛みの治療の際、
足の検査とフットケアを無料でサービス

（通常2,000円）

パン製造販売
L
ル

e B
ブ ー

ou L
ラ ン ジ ェ

anger YOSHIHIRO IKEDA
住　　所 本町6−7−9
電話番号 6151−2729

600円以上お買い上げでお茶１パックプレゼント

イタリアン（生パスタ）
モルト・ボーノ 豊中稲荷神社前店
住　　所 本町5−2−3 ハイムラポールPartX 1F
電話番号 6858−0010

生パスタ または ピザ注文に限り100円割引

無農薬有機野菜
ファンタジーマーケット
住　　所 本町5−1−9
電話番号 6855−3938

代金の10％割引

ＤＩＹ・塗装・看板
ビーバー伊勢屋
住　　所 本町7−1−13
電話番号 6852−5318

店頭売商品５％割引

屋台
豊中市小売商業団体連合会
住　　所 本町７丁目 豊中稲荷神社 境内
電話番号 6843−0603

第３日曜 朝市（雨天決行）
屋台によりサービスは色々
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司法書士
ほたる司法書士事務所
住　　所 蛍池中町1−3−19
電話番号 6845−1477

出張　相談　無料
（生前贈与・遺言書作成・遺産承継等）

飲食店
肉うどんの丸十
住　　所 蛍池東町1−6−6 三洋ビル101
電話番号 6858−0898

会員証１枚につき１人100円割引

たこ焼店
たこ焼あほや 蛍池店
住　　所 蛍池東町2−5−15
電話番号 6843−4646

たこ焼お買い上げ12個でジュース１本プレゼント

飲食店
カレーハウス ガラム
住　　所 蛍池中町2−3−1 ルシオーレ南館3F
電話番号 6854−0639

食後にウーロン茶１杯サービス

飲食店
とりまる
住　　所 蛍池中町2−3−1 ルシオーレ南館3F
電話番号 6855−6800

ビール または ソフトドリンク１杯サービス

飲食店
ザ・どん ルシオーレ蛍池店
住　　所 蛍池中町2−3−1 ルシオーレ南館3F
電話番号 6850−2671

丼50円割引

葬祭業
豊中北玉泉院
住　　所 蛍池東町2−4−3
電話番号 4865−9900
祭壇価格を５万円割引（当店一般価格40万円以上の場合）、
玉泉院告別式場使用料半額（10万円を５万円に）、
送迎バスサービス（通夜・式当日ともに各１台）

飲食店
居酒屋 ふう
住　　所 蛍池東町2−4−18
電話番号 6848−8688

16：30よりお通し（突き出し）サービス

飲食店
きりん珈琲
住　　所 玉井町1−2−15 エクセルコート松本1F
電話番号 6858−6706

オール50円割引

洋菓子店
V
ビ ュ ー

ue d
ド ゥ

e P
パ リ

aris
住　　所 蛍池北町1−2−4
電話番号 4865−2622

消費税分サービス

飲食店
らん
住　　所 蛍池東町2−1−3 武岡ビル1F
電話番号 6841−7821

ワンドリンクと小鉢で500円サービス

葬祭業
ユアホール蛍池
住　　所 蛍池東町1−1−3
電話番号 6855−4949
葬儀費用より５万円引
霊安室料・寝台車（10㎞まで）無料、お花１基無料
他にＳＣ会員＋ベルコ会員の特典あり

飲食店
峰屋
住　　所 蛍池東町2−6−6
電話番号 6845−3525

定食のみ50円割引

家電小売り・リフォーム
エディオン 蛍池駅前店
住　　所 蛍池東町2−6−3 グリーンビル1F
電話番号 6852−8427

健康器具をエディオン価格よりさらに５％値引
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雑貨小売
雑貨家コスモス
住　　所 桜の町1−1−5
電話番号 6151−2888

来店ポイント２個進呈
（ポイント30個で500円の金券を進呈）

たこ焼き・お好み焼きテイクアウト店
おいで屋
住　　所 春日町3−1−50−102
電話番号 4865−6102

500円以上お買い上げで
ペットボトルのお茶１本サービス

飲食店
がんこ 豊中店
住　　所 桜の町7−10−3
電話番号 6845−6577

サービスドリンク１杯 または ミニデザート１皿 

飲食（焼肉店）
肉処 倉 豊中店
住　　所 桜の町7−6−1
電話番号 6850−0129
ランチタイム → 生チョコ、シャーベット（４種から１つ）サービス
ディナータイム → グラスビールまたはソフトドリンク１杯サービス
☆お孫さんにも食べられるお子様ランチ（ランチのみ）あります！

飲食店
カフェ SUN
住　　所 桜の町1−3−21 シャンティ豊中1F
電話番号 7161−1288

ランチセット注文、または夜の食事注文で
アイスクリーム無料

ラーメン店
白らーめん 南ばん亭
住　　所 桜の町2−2−5
電話番号 6853−8300

1,000円以上のご利用で100円割引

からあげ
ジョニーのからあげ 春日町店
住　　所 春日町3−1−50  1F
電話番号 6854−2421

代金の10％割引

持ち帰り弁当
ほっかほっか亭 豊中永楽荘店
住　　所 永楽荘2−1−6
電話番号 6853−8989
弁当１個お買い上げにつき
コロッケ１個 または 唐揚げ１個サービス

（但し、１会員３個まで  ※宅配は除く）

美容院
D

デ コ

eco h
ヘ ア ー

air S
サ ロ ン

alon
住　　所 蛍池中町3−6−18
電話番号 6852−8826

癒しヘッドスパメニュー
5,000円を4,500円に割引

菓子製造と販売
照
しょうげつどう

月堂
住　　所 蛍池中町3−9−22
電話番号 6841−0007

お買い上げ代金の５％割引

眼鏡・補聴器・コンタクトレンズ
眼鏡市場 ルシオーレ豊中蛍池店
住　　所 蛍池中町3−2−1 ルシオーレ北館3F
電話番号 054−275−5012

店頭価格から５％割引（補聴器、備品を除く）

文具・印刷・印鑑受注
新堂文具店
住　　所 蛍池中町3−2−1 ルシオーレ北館3F
電話番号 6840−3570

お買い上げ500円以上で５％割引、
3,000円以上お買い上げで粗品進呈

惣菜店
まめ八
住　　所 蛍池中町2−4−18
電話番号 7181−8480

お買い上げの５％割引

ドラッグストア
ドラッグ サントップ 蛍池店
住　　所 蛍池中町3−2−1 ルシオーレ北館1F
電話番号 6855−0714
ポイント５倍
会員になることが必須条件で、
通常220円（税込）で１ポイント
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飲食店
和牛炙り焼き割烹 せんりや
住　　所 新千里東町1−3−112 せんちゅうパル1F
電話番号 4798−5329

会計時10％OFF

眼鏡・補聴器
メガネの三城 イオンSENRITO店
住　　所 新千里東町1−1−3 イオンSENRITO専門館3F
電話番号 6832−7538

眼鏡１組１万円以上購入で2,000円割引、
補聴器購入は三城価格からさらに5,000円割引

足と靴の相談室
a
ア ユ ミ

yumi p
プ レ ジ ー ル

laisir
住　　所 新千里東町1−1−3 SENRITOよみうり2F
電話番号 6836−5061

靴購入で1,000円割引（修理・セール品を除く）

クリーニング
クリーニングルビー ピーコックストア千里中央店
住　　所 新千里東町1−1−1
電話番号 6833−5233

いつでもクリーニング代金30％割引
（一部対象外品あり）

クリーニング
クリーニングルビー イオンSENRITO店
住　　所 新千里東町1−1−3 イオンSENRITO専門館1F
電話番号 6835−1501

いつでもクリーニング代金30％割引
（一部対象外品あり）

洋服直し
寸法直し職人 楓
住　　所 新千里東町1−1−3 SENRITOよみうり2F
電話番号 6836−0704

洋服直し代金10％割引

動物病院
千里ニュータウン動物病院
住　　所 新千里北町2−20−1−101
電話番号 6833−9130

診察料400円割引

家電小売り・リフォーム業
エディオン 柴原店
住　　所 柴原町1−3−38
電話番号 0120−560−447

税込2,000円以上の購入で、アルカリ電池
単３を４本または単４を４本プレゼント

家電販売・電気工事・リフォーム
住まいるでんき館 協洋
住　　所 柴原町1−3−9
電話番号 6849−2229

2,000円以上購入の方、記念品プレゼント

葬祭業
家族葬のセレモニーハウス 豊中柴原
住　　所 柴原町3−10−17
電話番号 0120−56−4142
会員価格（基本プランの10％OFF プラス

式場使用料最大10万円割引）
関西87会館で適応

医薬品販売
春日薬店
住　　所 宮山町1−1−46
電話番号 6843−0567

漢方薬を５％割引（当店のポイントも付けます）

理容
パービック ぷらす北町 
住　　所 新千里北町2−20−13
電話番号 6872−3297

平日限定（祝日不可・予約優先） 
技術料金５％割引 または ５％分のポイント付加 

カフェ
C
カ フ ェ

AFE S
ス テ ー ン

TEEN
住　　所 新千里北町2−20−14  105号
電話番号 6170−7698

　8：30～11：00 コーヒーおかわり１杯サービス
14：00～限定 ドリンク50円引き

ラーメン店
千里熊五郎 せんちゅうパル店
住　　所 新千里東町1−3−7 せんちゅうパルB1F
電話番号 6831−2536

代金から100円割引
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カフェ＆レストラン
SENRI ガーデンテラス
住　　所 新千里東町1−5−1 千里阪急百貨店5F
電話番号 6836−1707

料理注文の時、コーヒーまたは紅茶１杯サービス
（同伴者もＯＫ・他サービスとの併用不可）

飲食店
S

ソ ル ビ バ

OLVIVA &
アンド

 T
タ ジ マ ヤ

AJIMAYA
住　　所 新千里東町1−3−413 せんちゅうパル4F
電話番号 6831−1028

ランチタイム・ディナータイム共に
ミニデザートサービス

居酒屋
千里 百番
住　　所 新千里東町1−3−203 せんちゅうパル2F
電話番号 6835−0100

昼定食（11：00～14：30）　　50円割引
昼の居酒屋（14：30～17：00）15%割引

ラーメン店
麺匠 天風堂
住　　所 新千里東町1−3−203 せんちゅうパル2F
電話番号 6834−2220

ラーメン（11：00～17：00） 50円割引

時計・貴金属等修理とメンテ
職人工房 テンポ
住　　所 新千里東町1−3−145 せんちゅうパル1F
電話番号 6872−8282

全品10％割引

整骨院
鍼灸整骨院セラピ
住　　所 新千里東町1−3−146 せんちゅうパル1F
電話番号 6170−2662

初診料480円を無料に

菓子小売り
まるしげ せんちゅうパル店
住　　所 新千里東町1−3−116 せんちゅうパル1F
電話番号 6155−0780

10％割引（但し、飲料を除く）
他のセールと併用不可

メガネ販売
メガネのセンリ
住　　所 新千里東町1−3−223 せんちゅうパル2F
電話番号 6832−9520

お買い上げの５％割引

眼鏡・補聴器
メガネの三城 MIKISSIMES せんちゅうパル店
住　　所 新千里東町1−3−219 せんちゅうパル2F
電話番号 6170−2289

眼鏡１組１万円以上購入で2,000円割引、
補聴器購入は三城価格からさらに5,000円割引

ドラッグストア
Beauty & Wellness テイコク
住　　所 新千里東町1−3−144 せんちゅうパル1F
電話番号 6832−7540

全品10％割引

飲食店
家族亭 千里中央店
住　　所 新千里東町1−5−3 千里朝日阪急ビル2F
電話番号 6873−2577

800円以上の注文で抹茶アイス１個サービス
（他サービスと併用可）

靴販売
靴 チヨダ
住　　所 新千里東町1−3−218 せんちゅうパル2F
電話番号 6836−6855

定価の10％割引
（１点税抜き1,000円以上の品に限る）

薬局・化粧品
ファーマシ－そま
住　　所 新千里東町1−3−222 せんちゅうパル2F
電話番号 6831−2570

ファーマシーそまスタンプブックのポイント２倍

補聴器
千里補聴器センター
住　　所 新千里東町1−3−308 せんちゅうパル3F
電話番号 6834−5665

補聴器用空気電池
通常650円を400円に（税込）



補聴器専門店
はじめて補聴器
住　　所 吹田市桃山台5−2−2 アザール桃山台2F
電話番号 6170−1615

試聴貸出（最大２カ月）を通常料金 2,000円（＋税）
のところ、税込みで500円で対応

飲食店
がんこ 新大阪店
住　　所 大阪市淀川区宮原4−1−21 ヴィアイン新大阪ウエスト1F
電話番号 6150−3510

サービスドリンク１杯 または ミニデザート１皿

飲食店
イタリア料理 カプリチョーザ アザール桃山台店
住　　所 吹田市桃山台5−2−2 アザール桃山台2F
電話番号 6831−0065

ソフトドリンク１杯サービス

飲食店
がんこ 十三本店
住　　所 大阪市淀川区十三本町1−9−9
電話番号 6302−9371

サービスドリンク１杯 または ミニデザート１皿

豊中市以外の地域【大阪市・吹田市】

※この冊子に掲載されている協賛店舗は、令和３年８月28日現在（208店舗）のものです。
　豊中市内の店舗については、南部地域 → 中部地域 → 北部地域 → 東部地域の順で記載しております。
　以降の新規店舗については、ＳＣ豊中ホームページ「豊寿」、広報紙「豊寿」で随時更新してまいります。
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家電小売り
千里電化サービス
住　　所 新千里東町3−3−120 パークホームス千里中央109
電話番号 6872−2623
電球・蛍光灯の基本取替出張料2,000円（税込）を
1,000円（税込）に。但し、５本（個）まで。
電球・蛍光灯代は別

犬の美容室
お犬の美容室くるみ
住　　所 新千里西町2−12−2
電話番号 090−3929−5911

シャンプーセット・シャンプーカット
500円割引

飲食店
味処 祭
住　　所 新千里南町3−1−24 桃山台グリーンピア105号
電話番号 6835−2313

生ビール１杯サービス
（土・日・祝日は５名以上は２時間制）

眼鏡・補聴器・コンタクトレンズ
眼鏡市場 千里中央店
住　　所 上新田2−24−46
電話番号 054−275−5012

店頭価格から５％割引（補聴器、備品を除く）

洋菓子店
プロスパー
住　　所 上新田3−3−16
電話番号 6832−8977

消費税分サービス

ラーメン店
ラーメン 風土記
住　　所 新千里東町1−5−3 千里朝日阪急ビル2F
電話番号 6831−6111

代金から100円割引

飲食店
がんこ 千里中央店
住　　所 新千里東町1−5−3 千里朝日阪急ビル2F
電話番号 6871−3588

サービスドリンク１杯 または ミニデザート１皿

飲食店
とんかつ 花邑 千里中央店
住　　所 新千里東町1−5−3 千里朝日阪急ビル2F
電話番号 6873−0661

飲食代10％割引
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ＳＣ豊中

ＳＣ豊中（豊中市老人クラブ連合会）事務局
〒560 − 0023
豊中市岡上の町 2 − 1 − 15 豊中市すこやかプラザ内
TEL.06 − 6841 − 7335　FAX.06 − 6841 − 2388
https：//toyonaka-shirouren.jimdofree.com


