
エコポイントチケット 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●「とよか」の使える商店街・主な店舗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

省エネにつながる活動をした方に配布するチケットです 

と よ か 

対象のお店には、 

「とよかが使えます」 

という表示があります。 

●この事業のホームページ 
http://toyonaka5070.jp  

●問合せ先 
・とよなか市民環境会議アジェンダ 21 

TEL 06-6844-8611 

・豊中市環境部環境政策課 

TEL 06-6858-2108 



●「とよか」が使えるお店（平成 29年（2017年）8月 1日現在） 
「とよかが使えます」という表示が貼っていないお店は、念のため、使用される前にご確認ください。 

 

新千里西町商店会 

田辺米穀店 食料品 味処 和 飲食店 パナットはやし 電気店 

宮薬局 薬店 山口商店 たばこ店 笹部書店 書店 

理容センス 理容･美容 さいとう整骨院 医療･病院 
インドレストラン ハリパリ

ワール 
飲食店 

 

岡町･桜塚商店街（岡町商店街振興組合） 

ホワイト急便  岡町駅前

店 
クリーニング なかむら 飲食店 （株）石橋不動産 不動産 

アルモニコ 生花・雑貨 秋山自然食品センター 食料品 十八番まんじゅう 食料品 

アルチザン 食料品 バラエティショップジュン 衣料品 はり重 飲食店 

hair stage ナンバーワン 理容・美容 喫茶モントレー 飲食店 森歯科医院 医療・病院 

セイワクリエイト（株） 不動産 せがわ商店 食料品 プラタークラブ 音楽・CD 

US スポーツ商会 スポーツ用品 亀甲堂 食料品 岡町ラーメン太郎 飲食店 

アルティアーノ カバン 喫茶ドラン 飲食店 来夢来人 飲食店 

マルキ商店 履物 いせや時計店 時計店 エフエムコレクション 衣料品 

ヘアーサロン フルール 理容・美容 （株）くしや 化粧品 豊文堂 書店 

カミナリ酒店 飲食店 Pink berry ネイル ヘアーステージ ヤン 理容・美容 

フラットパソコンスクール パソコン教室 植村商店 食料品 けやき堂薬局 薬店 

マイブックス 古書店 つぼい鍼灸整骨院 医療・病院 梅田屋 雑貨 

やまとや 飲食店 クローバー岡町商店街店 貴金属買取 カネヤ リフォーム 

まるふく 洋裁 居酒屋 ごちゃ亭 飲食店 喫茶らん 飲食店 

ハロースタイル 理容・美容 SUZUKI  衣料品 てこや岡町店 飲食店 

花又 生花 野土商店 食料品 かがやき整骨院 医療・病院 

ハラデン岡町店 電気店 鈴乃家 飲食店 おかまち整骨院 医療・病院 

ほっとメンタルクリニック 医療・病院 マルジュウ 衣料品 西川歯科 医療・病院 

パン工房 あい 食料品 メゾン デ サコンティ 衣料品 スターソックス 衣料品 

エーワン 飲食店 割烹魚浅 飲食店 むらやま整骨院 医療・病院 

（株）ホクセツ谷木商事 文具 （有）飯田 食料品 竹寅堂 食料品 

カフェダイニング J 飲食店 白井歯科 医療・病院 プチマルシェ岡町 食料品 

喫茶ココティー 飲食店 シャルム 理容・美容 K-NET 岡町店 チケット 

とくや 飲食店 土手嘉 飲食店 クリップオンヘアー 理容・美容 

 

岡町･桜塚商店街（桜塚商店街振興組合） 

伊勢屋鮮魚店 食料品 バベス 雑貨 靴商店 靴修理 

藤原青果店 食料品 中外宮前店 衣料品 （株）豊島ビルディング 貸しビル 

らく 飲食店 上野菓子店 食料品 藤井綿ふとん店 寝具 

葭田自転車店 自転車店 HAIR SARON 恋髪 理容・美容 う我秀 食料品 

丸中玩具店 おもちゃ 坂本漬物店 食料品 お香＆お念珠てらの 仏具 

寿書店 書店 お茶の力丸 食料品 ボニー 衣料品 

ヒラシマサイクル 自転車店 千鳥屋岡町店 食料品 ライフ岡町店 スーパー 

IWASAKI 理容・美容 保険プラザ 保険代理店 介護用品カワバタ 介護用品 

あほや 食料品 （株）西河 宝くじ 精工社 印刷・ハンコ 

OH!かしや 食料品 クレープスイートベリー 食料品 塩見文具店 文具 

森下豆腐 食料品 ヘヤーショップターミ 理容・美容 （株）大一薬局 薬店 

ノヅチ商店 食料品     

 

岡町･桜塚商店街（桜塚商店街事業協同組合） 

魚料理魚甚 飲食店 田中商店 園芸 森のおはぎ 食料品 

餃子の王将岡町店 飲食店 メガネサロンアイム岡町 メガネ 喫茶かたすみⅡ 飲食店 

コマドリ洋装店 衣料品 ケーキの店こえり 飲食店 ムース 飲食店 

エコークリーニング岡町店 クリーニング ラ・カシュカシュ 飲食店 ライオン写真館 写真店 

ミキ毛糸店 雑貨 オクノ煙草店 タバコ ボンヌ ママン 飲食店 

イタリアンバール Diritto 飲食店 自然じょ 218 飲食店 やきとりきたろう 飲食店 



ブティックプラン Do 衣料品 三和住販（株） 不動産 高島眼科 医療・病院 

松本歯科医院 医療・病院 小坂針灸整骨院 医療・病院 鳥越内科 医療・病院 

（株）利建 不動産 医療法人愛慈会 医療・病院 せいたろ整骨院 医療・病院 

グリーン調剤薬局 薬店 回生堂薬局 薬店 文学館 書店 

串もん 飲食店     

 

岡町･桜塚商店街（桜塚ショッピングセンター事業協同組合） 

飯田鍼灸整骨院 医療・病院 （株）丸新 食料品 さんく 食料品 

メイクワン 貴金属 マルト洋品店 衣料品 イナキク酒店 酒店 

いまむら整骨院 医療・病院 赤木眼鏡堂 メガネ Biasa 飲食店 

手芸洋品 きぬや 雑貨 ハピネス その他 宝石の麗輝 貴金属 

食パン工房 春日 食料品 婦人服エリート 衣料品 あーとらんど YOU２ 貸館 

ダイソー その他 小原歯科 医療・病院 ワンショップモール その他 

ひっちょこ その他 MIC 婦人・紳士服 衣料品 コミュニティカフェ kitto 飲食店 

肉の川田奈 食料品 チキンショップ鳥安 食料品 （有）味道青果 食料品 

（株）サーブ スーパー 酒肴屋いち凛 飲食店 アンドウ 飲食店 

蔵野果物店 食料品 蔵野青果 食料品 アンジェリカ 衣料品 

 

そね坂通り商店会 

たこやき 元 食料品 アジジ 飲食店 あわて床屋 理容･美容 

土肥薬局 薬店 サイクルショップ曽根 自転車店 コーデン社曽根店 電気店 

オプトシック メガネ 峰屋由満 食料品 ホットフーズ 食料品 

 

体育館通り商店会 

さつき書店 書店 錢形 飲食店 めん棒 飲食店 

くすりのエンゼル健翔堂 薬店 カット専門チェリー 理容･美容 ごはんやさん 飲食店 

稲野書店 書店 焼肉仙家 飲食店 美容室 セ・ラ・ビ 理容･美容 

 

服部駅前商店会 

田中カメラ 写真店 ピーコック２ 食料品 村田文具店 文具 

デリカート 食料品 キャンディシスター 衣料品 福十実 食料品 

長野書店 書店 チプレッソ 食料品 アルチザン 食料品 

 

服部西商店会 

喫茶 ブーン 飲食店 珈琲館 服部店 飲食店 喫茶 虹 飲食店 

そば処 のせや西店 飲食店 大一そば 飲食店 お好み焼 千房 飲食店 

ごはん処 おかだや 飲食店 やきとり 初酉 飲食店 炭火焼鳥 鶏幸 とりこ 飲食店 

服部のひょうたん寿し 飲食店 串カツ 中秀 飲食店 大衆酒場 正宗屋 飲食店 

美食居酒屋 源樹や 

阪急服部店 
飲食店 居酒屋 かおり 飲食店 平･HIRA 亭 飲食店 

お食事処 えん 飲食店 こだわり料理なおちゃん 飲食店 串ひろ 飲食店 

四季彩 かつ山 飲食店 和･洋･酒 nobana 飲食店 スナック ドラゴン 飲食店 

「やさい」と「くだもの」道場 食料品 とりさか 食料品 お米の友 まつもと 食料品 

あわや 食料品 おたふく 服部店 食料品 きりもと酒店 酒店 

木下たばこ店 たばこ店 ＳＵＧＡＲＨＩＬＬ 衣料品 ぞうや 化粧品 化粧品 

エディオン服部サンデン 電気店 ハラ電気 電気店 メガネのむらかみ メガネ 

ヘヤーファッションヒロコ 理容･美容 ケアスポーツ整骨院 医療･病院 四季おがさわら 飲食店 

 

服部阪急商店街振興組合 

ヒラオカ食堂 飲食店 とみや 寝具 マスヤ 衣料品 

カワシマ 寝具 ラルゴ ピアノ教室 安心堂 食料品 

キッチンフジヒロサン 飲食店 ブーワークス 雑貨 ウマウマカフェ 飲食店 

緩 食料品 服部かまぼこ 食料品 鳴門屋 おもちゃ 

トンダヤ 衣料品 魚ト肴 一 飲食店 晴山閣パンダ食堂 飲食店 

パピルスカフェ 交流サロン 伊勢園 食料品 富貴屋 食料品 

工房くわな 木工品 中濱屋 煉 飲食店 やまおか 食料品 

たやま整骨院 医療･病院 ミッチー 衣料品 ニュー 雑貨 



服部元町商店会 

三太 飲食店 あずみ 飲食店 てしまやボクシング その他 

トミー整骨鍼灸院 医療･病院 喫茶ピーコック 飲食店 喫茶果琳 飲食店 

四国うどん 飲食店 美由紀鮨 飲食店 あさねぼう 飲食店 

のんべえ村 飲食店 美・味・旬・采 塩井 飲食店 ラウンジサファイヤ その他 

セミニュオン 雑貨 カットスタジオかみわざ 理容･美容 ヘヤーサロン川端 理容・美容 

めぐみ法務事務所 その他 （有）まつや電器商会 電気工事 （株）ペリドット その他 

中尾靴店 靴店 スマイルシード 理容･美容 
うめかげレディースクリニ

ック 
医療･病院 

コッコドリッコ 飲食店 茶ら咲 飲食店   

 

庄内西本町商店会 

一二三屋帽子店 衣料品 ふじくら鍼灸整骨院 医療･病院 停車場珈琲館 飲食店 

帆立屋 食料品 ふとんのこばやし 衣料品 ラムール店辻川 衣料品 

ＴＯＭＯＲＲＯＷ 衣料品 谷医院 医療･病院 志なのすけ庄内店 飲食店 

呉服カネ正 衣料品 タイヨウ整骨院 医療･病院 ツバサ薬局 薬店 

TOMY カラオケ 水車 飲食店 花憐 生花 

（株）ノルド 衣料品 ます屋履物店 履物店 GｏGo マーサー 衣料品 

イズミヤ（株）庄内店 スーパー IWASAKI 理容･美容 喫茶 渚 飲食店 

庄内ベース 飲食店 せんば 飲食店 マルオク陶器 雑貨他 

近畿ハウス（株） 不動産 サロン・ド・カム 理容･美容 庄内西町接骨鍼灸院 医療･病院 

ここや 食料品     

 

その他のお店（個別参加店舗） 

フードショップ青葉 千里

東店（新千里東町） 
スーパー 

コラボ交流カフェ（新千里

西町） 
飲食店 

マーケットバスケット（蛍池

中町） 
雑貨 

インパクト英会話（蛍池中

町） 
英会話 アプサラカフェ （本町） 飲食店 Tetu＆Sun （服部西町） 食料品 

 

コープのお店 

コープ桜塚 コープ東豊中 コープ蛍池 

コープミニ西緑丘 コープミニ桜の町 コープミニ泉丘 

コープミニ城山   

 

阪急バス 

千里中央案内所 豊中駅前案内所 豊中営業所（日出町） 

 

●「とよか」の使い方 

・「とよか」は省エネにつながる活動をした方に配布するものです。 

・使用できるのは、豊中市に登録された指定店のみです。 

 ・1 枚（100 ポイント）＝100 円として使えます。 

 ・使用は商品やサービスとの交換のみで、現金との交換はできません。 

 ・100 円未満の金額でも、おつりは出ません。 

 ・1 度に何枚でも使えます。 

 ・1 枚のチケットは 1 回限りの使用です。 

 ・使用期限は、平成 30 年（2018 年）2 月 28 日です。 

 

●豊中市地球温暖化防止基金について 
・お店で使われた「とよか」の費用は、豊中市地球温暖化防止基金でまかなわれています。 

・地球温暖化防止基金は、豊中市が行う「ふるさと納税」の 1 つです。 

・基金へ寄附された方は、「ふるさと納税」による優遇税制の対象となります。 

（「ふるさと納税」による税額控除について、詳しくは豊中市ホームページなどをご覧ください。） 

・基金への寄附は、公共施設にある寄附申込書でお申込みください（市ホームページからも申込みできます）。 

・基金は「とよか」をはじめとする地球温暖化防止の取組みに活用するため、 

基金への寄附により、省エネ活動を支援することができます。 

 

 豊中市は、2050 年度に 1990 年度比で、温室効果ガスを 70％減らすことを目標としています。 


