この会員証の有効期限／2023年11月30日
★会員証をお店・施設でご提示ください。 ★有効期限内は繰り返し使えます。
○ご利用はご本人と同居のご家族に限ります。 ○コピー使用不可。
○ご署名のない会員証は使えません。 ○各特典には期限等条件があります。

グルメ・喫茶

ご署名

○原則、各お店・施設の他のサービス（クーポン等）
とは併用できません。
○予告なく特典を変更・終了します。ご了承ください。

こちらで最新のお店・施設の特典が確認できます

お会計

☎06-6872-0031

５%OFF

RAKU

TEL 06-6871-8623／竹見台近隣センター内
税抜

3,000円以上ご飲食で

10%OFF！
ヤキソパン串カツ部
TEL 06-6846-2605 豊中市南桜塚1-22-7-1F

千里阪急ホテル

ごはん大盛無料!
平日11：00〜14：00限定
店舗販売分のみ適用 ※出前分は不可

※レストランの割引は、一部対象外の商品
又はメニューあり。他の割引と併用不可

本家かまどや

TEL 06-6872-2211
豊中市新千里東町2-1

注文：TEL 06-6835-3759
豊中市上新田4-16-7

食後の本格珈琲サービス

千里中央大通り店

コロッケ定食50円引

（モテあさ！WEB）

お会計

10％OFF

※ランチ・コース料理・飲み放題メニュー除く

日本料理レストラン

10%OFF

ご主人が丁寧に淹れる

朝日新聞大阪販売株式会社

モテあさ！事務局

レストラン
飲食料金

朝日新聞大阪販売

創作料理 coやんて
TEL 06-6310-1891
吹田市岸部北5-12-13

お食事代

10%OFF

竹見台の食卓 光之助

おふくろの味・大衆料理の店

※お連れ様も同様に

一福食堂

TEL 06-6831-5066
吹田市竹見台近隣センター内

ファーストドリンク全て100円

（ソルビバ&但馬屋）

※特典の適用は、会員証をお持ちの本人に限る。
土日祝除く。重複割引不可

TEL 06-6831-1028
せんちゅうパル4F

TEL 06-6864-3131
豊中市服部西町2-14-18

TEL 06-6835-0100 せんちゅうパル2F

TEL 06-6871-6006
千里中央 大阪モノレールビル1F･B1F

乾杯ドリンク一杯サービス

乾杯ドリンク一杯サービス

KI・CHI・RI千里中央店

KI・CHI・RI豊中駅前店

※アルコールもOK。お連れ様も同様に。
吹田樫切山店のみ

※お連れ様も同様に。重複割引不可。
入店時に提示

※お連れ様も同様に。重複割引不可。
入店時に提示

TEL 06-6310-2355
吹田市山田西1-1-11

TEL 06-6834-0111
せんちゅうパル3F

TEL 06-6852-1899
豊中市玉井町1-2-3-5F

大阪屋台居酒屋

満マル

５%OFF

お食事代

一皿 ❸お鍋トッピング ❹レア
部位ホルモン一皿
※要予約 ※平日のみ ※グループ全員に
適用 ※別途、駐車場サービスあり

ヤマビコホルモン

鉄板焼・お好み焼きの店

あっちこっち

※グループに適用。12/29-1/9は除く。
他サービスと併用不可

TEL 06-6835-0013
せんちゅうパルB1

TEL 080-5366-6799／豊中市曽根南町2-5-55

夜の献立「おまかせコース」 飲食
代金

5%OFF

ラーメン
一杯

100円OFF

せき家
中華そば・ねぎそば

天ぷら専門店 深川

千里中央店

※お連れ様も同様に。重複割引不可

TEL 0120-671-601
千里中央 千里朝日阪急ビル2F

全商品5%OFF

TEL 06-6876-4449
吹田市樫切山2-16

TEL 06-6362-7688 大阪市北区小松原町5-2
阪急東通商店街

トッピングメニュー1品
サービス

ラーメン大盛無料

麺家 五大力

淡路島バーガー専門店

TEL 06-6873-4077
豊中市上新田1-28-12

TEL 06-6836-5633
豊中市上新田2-24-51

TEL 06-6152-9885／豊中市服部豊町2-1-24

お会計から

お会計950円以上で

デリ＆ベーカリー（イートイン可）

キッチン
フジヒロサン

10%OFF

コース
メニューより

カフェ&ダイニングバー
プロント
※要予約。重複割引不可

Mamezo&Cafe
Dew阪急山田店

※お連れ様も同様に
TEL 090-6464-4104
吹田市藤白台近隣センター

※一部テイクアウト商品除く。重複割引不可

ドリンク類全品10%OFF

5%OFF

TEL 06-6831-2039
Dew阪急山田2F

茶房 あんみつ姫

※お連れ様も同様に。ただしモーニング
サービス・セットメニュー除く。他割引と併用不可

※AM11:00以降のご注文に限る。
お連れ様も同様に。サービス品除く

TEL 06-6878-8415
吹田市山田東2-25-51

TEL 06-6832-0005
ディオス北千里2番館

（ポイントも進呈します）

北摂ワインズ

TEL 06-6878-5528 吹田市樫切山19-41

TEL 072-722-3019
箕面市牧落1-19-19
（国道171号 牧落交差点を北へ129m、左側）

『８種のチーズケーキセット』

テイクアウト1,000円以上で

プレーンドーナツ１つ進呈
ドーナツデプト

DONUTS DEPT
TEL 072-720-1072
箕面市牧落1-19-19
（国道171号牧落交差点を北へ130m、左側）

10%OFF
南国 cafe & bar

CHATASO（ちゃたそ）
TEL 06-6210-6767
豊中市曽根南町1-5-6 ウエストコア101

お会計より

10%OFF

とろり天使のわらびもち
箕面店

TEL 080-1453-9604 箕面市箕面6-1-12
阪急箕面駅・徒歩2分

コーヒー（ ホット/アイス）

50円OFF!

Sai-chu! モナカ専門店
TEL 06-4866-5598 豊中市西泉丘1-1-7

アップルパイ３コセット
1パックが

540円

※お1人１日１パック限定でサービス。

体にやさしいパン工房

Anri（アンリ）

【牧落店】箕面市西小路5-1-5
【桜井店】箕面市桜井2-2-24
【北千里店】吹田市古江台3-18-10

※お連れ様も同様に。他の割引との併用不可

10％OFF

ビタレーザ キッチン

中華料理
哲ちゃん

TEL 06-6871-7411
吹田市竹見台3-6-9

10%OFF

ディナー代金

レストラン
ラ・シェーナ

服部天神イタリアン

クッチーナ ピアチェーレ

Cucina Piacere

50円OFF

お連れ様も同様に（4名様まで）

TEL 06-6816-8411
吹田市山田丘2-1大阪大学工学部内

平日ディナータイム 5,000円以上ご利用で

10％OFF
gite（ジト）

☆駐車２時間無料。駐車場所は事前にお尋ねを
TEL 06-6834-0570
吹田市津雲台5-11-2
大阪大学グロ-バルビレッジ津雲台 1F

※重複サービス不可
TEL 06-6335-7114
豊中市服部西町2-4-8（阪急服部商店街）

TEL TEL 06-6858-1310
豊中市西緑丘3-13-3 ヴェルデ緑丘1F

お会計から

小学生以下のお子様に

宅配を初めて利用する方へ

10%OFF
雑貨 & カフェ

33 トラントロワ

TEL 06-7162-8501
豊中市新千里東町3-5-3（医療センター内）

たいやき１つにつき

50円OFF!!
※2023年1月末まで※

たいやき天 TEN 福島店
※他サービスと併用不可

TEL 080-4446-8885 福島区福島5-1-9（1F）
国道２号沿い、阪神福島駅１番東出口すぐ

お買い上げの方へ
オススメクッキープレゼント
カップケーキとクッキーのお店

eden

TEL 06-6833-3751
Dew阪急山田1F

絵本読み聞かせ

ドリップバック1袋進呈

Cafe You-lulu ゆるる

＊ご注文時「モテあさ！会員証」使用と
お伝えください
TEL 06-4867-3437 豊中市西緑丘3-13-1
（ロマンチック街道）

自家焙煎珈琲店

※混雑状況等によりご希望に添えない場合が
ございます。
ご了承ください。

TEL 06-7708-7880／豊中市上新田2-15-5

カードのポイント１つおまけ

御菓子司 富貴屋
※お買い上げ時に

TEL 06-6863-0504（本店）
●本店（服部阪急商店街内）
●服部天神駅前店（服部天神商店会内）
税込

50円OFF！ ５％OFF

とけない『葛バーアイス』1つあたり

グループ全員に１杯

イタリア料理ロベルトカレラ

※宅配のみ適用。サイドメニュー、
ランチセット除く。重複割引不可

50円OFF

※お連れ様も同様に。ただし定食は除く

ドミノ・ピザ
千里桃山台店

（上限3,000円まで）

グループ全員・時間制限無し

平日の月〜木曜日のディナー又は
お子様の春・夏・冬休みの平日ランチで

汁麺類
メニュー

麺屋 柊助

アイスコーヒー or アイスティー

八番館

100円OFF！

TEL 06-6871-9192
トナリエ南千里2F

5%OFF

15%OFF

ご注文の

たこ焼き８コ入りを

たこ焼き 鍛次郎

TEL 06-6380-3711
吹田市片山町1-3-5-1F

店内でご飲食の方に

宅配寿司 銀のさら

楽楽 樫切山店

TEL 06-6857-5559
豊中市東豊中町5-30-25

会計1,500円以上のお客様は

※駐車場はありません

串かつ 花むら

※お連れ様も同様に。他の割引との併用不可

TEL 06-6832-6556
豊中市上新田2-14-8

全品10%OFF

TEL 06-6853-8877 豊中市本町4-1-24-1F

食事代10%OFF（17:00以降）
宅配ご注文時のお申し添えと
会員証提示で10%OFF

※サービス品、他サービスと併用不可

TEL 06-6831-6111
千里中央 千里朝日阪急ビル2F

ご飲食の方へ、次回以降使える

チーズケーキショップ ヒキタ

お好み焼き・鉄板焼き

※お連れ様も同様に。他の割引との併用不可

TEL 06-6155-1001
千里中央 千里大丸プラザB1

200円OFF！

お好み焼きSHOP
つくも

10%OFF

お食事代

※お連れ様も同様に。
ランチタイムサービス等と
重複割引不可

TEL 080-7593-4019 豊中市服部豊町1-1-4
阪急服部天神駅・西側すぐ

★ポイントスタンプも通常通り押印します★

5%OFF

※お連れ様も同様に。他の割引との併用不可

TEL 080-5740-7306
豊中市曽根南町1-22-3-2F

を店頭販売限定で

10%OFF

※お連れ様も同様に。他の割引との併用不可

ライブ カフェアレサ SHIMAUMA BURGER
服部天神店

古木酒店

※14:30〜17:00の会計で。実施期間は
お店にお問い合わせください

TEL 0570-096-159
豊中市上新田3-10-10

チャージ200円引 ポテトおひとつ無料!!

※2023年3月末まで限定※

梅の花 千里中央店
※お連れ様も同様に。他の割引との併用不可

※宅配は1,500円以上、桃山台店エリアに限る

ハンバーガーご注文の方に

自家焙煎
珈琲工房ニシオカ

5%OFF

TEL 072-730-0560
箕面市小野原西6-12-5

平日カフェバータイム

にこり食堂

※お連れ様も同様に。割引限度額5,000円。
現金支払いに限る。重複割引不可

お会計

※他のサービスとの併用不可

※お連れ様も同様に。テイクアウトは除く
TEL 06-6385-9357
吹田市南金田2-26-28

お食事からカフェまで

百番 せんりの台所

TEL 06-6858-3174
豊中市桜の町7-10-7

※お連れ様も同様。店内飲食は除く
注文：TEL 090-8120-1344
豊中市東泉丘2-6-26

50円引券を進呈

17時以降の会計で5％OFF

TEL 06-6831-5071
せんちゅうパルB1

中華料理専科

Live Cafe ARETHA

TEL 06-6871-7688
せんちゅうぱる3F

TEL 06-6840-7720
豊中市東豊中町5-36-20

※お連れ様も同様に。他の割引との併用不可

手包み餃子と中華キッチン

げ

TEL 06-6873-2577
千里中央 千里朝日阪急ビル2F

※お連れ様も同様に。他の割引との併用不可

お買い上げにつき50円OFF 大人気「唐揚げ」小皿で進呈

ひ

※お連れ様同様にサービス。
※ちゃんぽん対象外。他サービスと併用不可。
※注文時に会員証提示

※ランチメニュー除く

らーめん風土記

テイクアウト焼き餃子1,000円以上

※お連れ様も同様に。他の割引との併用不可

磯のがってん寿司
箕面小野原店

麺匠らーめん 天風堂
TEL 06-6834-2220
せんちゅうパル南エリア2F

千里庵（せんりあん）

とんかつ 梅八

100円OFF

※お好きなラーメンをご注文で、
学生証提示の方限定

家族亭 千里中央店

100㌘分

かつアンドかつ
二ノ切公園店

【学生さん応援キャンペーン】

白ご飯一杯サービス!!
しかも大盛OK!!

5%OFF

そば・うどん大盛りサービス

お昼の居酒屋タイム
会計から15%OFF（消費税別）

下記のいずれかをサービス！ ブタ玉かイカ玉が500円！
お食事ご注文のお客様に
会計から
1ドリンク or 1デザートサービス ❶ファーストドリンク ❷一品物
しかも税込み価格！

SOLVIVA & TAJIMAYA

飲食代

500円以上購入で

50円OFF！
手作りマフィン
テイクアウト店

たんぽぽ

Basic珈琲
お会計より

５％OFF

※2022年12月末まで限定※

大阪一の
梅商品専門店

店内
商品

10%OFF

焼きたてシフォンケーキの店

プロスパー22

TEL 06-6152-8438 豊中市曽根東町2-12-11

※重複割引不可

TEL 06-6832-8977
豊中市上新田3-3-16

700円以上お買い上げで

100円引

ベーカリー アンクル
TEL 080-3112-5520
豊中市原田中1-6-1

梅 庄

※他サービスと併用不可
TEL 06-6945-4046
大阪市中央区森ノ宮中央1-16-19

読者の皆さま、
ぜひ、地元のお店や施設で
おトクにご利用くださいね。

朝日新聞大阪販売

朝日新聞大阪販売

提携店一覧

2023年11月30日
お店や施設で「会員証」
を見せて、おトクで楽しい特典をゲット！

キリトリ線

有効
期限

会員証

●2022年12月6日現在の情報です。●会員証は期間中、繰り返し使えます。●特典の変更・終了は予告いたしません。●会員証裏面の注意事項を必ずご確認ください。

源気温泉 万博おゆば
※1グループ3名様まで利用可能。
重複割引不可

ご入館（温泉）料金を

100円OFF

彩都天然温泉 すみれの湯
※重複割引不可

TEL 06-6816-2600
吹田市千里万博公園11-11

1,000円以上お買い上げで

商品代10%OFF

【期間限定】2023年１月〜３月末

ショッピング

ガーデニングショップ

Green note...
※重複割引き不可
TEL 072-723-4187
箕面市萱野4-11-1

30%OFF

レジャー

入浴施設

一般大人入浴50円引き

10%OFF

HP割引券やセットセールとの併用可！

AOKI大阪千里総本店
※他の総額割引きとの併用は不可。
補正代、宅配代は除く

TEL 06-6387-8988
吹田市千里山竹園1-5-1

試聴貸出し（通常2,200円）無料

10%または20%OFF
Bb箕面船場店
※満喫パック、他券と併用不可。
1枚で1グループ様まで。
詳細は店舗へお問い合わせを

5%OFF

スタジアムモリスポ
吹田店
※土日祝除く

TEL 06-6193-3333
吹田市上山手町22-12

お会計
から

5%OFF

お会計から5%OFF

スーパースポーツゼビオ
※ポイントカードについては店頭にてお問合
せください。一部対象外商品あり。当店のみ
利用可。他サービスとの重複割引不可

朝日新聞大阪販売

ららぽーとEXPOCITY店

ららぽーとEXPOCITY2F TEL 06-4864-8360

5%OFF

メガネは長江

吹田補聴器センター

※身分証明書の提示が必要

※他サービスと併用不可

※他サービスと併用不可

TEL 06-6832-1113
吹田市桃山台5-1-1F

TEL 06-6170-1615
アザール桃山台2F

TEL 0120-4122-42
吹田市五月が丘北25-40 ユタカビル1F

TEL 0120-4122-42
吹田市五月が丘北25-40 ユタカビル1F

20%OFF
② カット …………10%OFF

初回のみ

施術料及び販売商品の

美容・理容・健康・癒し

8%OFF

ビーナス美容室
※着付け・エステは対象外。
予約優先/当日予約可

TEL 0120-06-3544
古江台近隣センター内

全メニューご新規様初回30%OFF
2回目以降10%OFF

ネイルズトゥゴー

2つ以上の
① メニューで ……

※平日限定。お1人3回までのサービス。

LILA HAIR
《リラ ヘアー》

TEL 06-6863-1122／豊中市曽根東町6-3-1

当サロンで初めてフットケアの方

初回カウンセリング料
サービス

10%OFF

いずれも

美容室U（ユー）

TEL 06-6330-1333
吹田市五月が丘南8-10-105-2F

TEL 06-6875-0290
吹田市山田西2-4-A1-101

フーレセラピー初回30%OFF
2回目以降10%OFF

初回検査料無料
施術料金10%OFF

ヘアサロン

a Mon gre（アモングレ）
予約（午前10時〜午後６時）TEL 090-9111-0917
※日・祝は育児のため予約が取りにくい場合あり

セットコース代金より10%OFF
さらに初めての方はコース料金半額

建築・生活お助け

※重複割引不可

TEL 06-6388-6321
吹田市岸部北5-13-3

TEL 06-6319-9184
せんちゅうパル3F

TEL 080-3104-3811
吹田市五月が丘南8-10-108スタジオm-s-a

建築、
リフォーム、売買手数料より

施設無料体験

5%OFF

マジックミシン
デュー阪急山田店

10%OFF

ハウスクリーニング
エアコンクリーニング

おそうじ本舗
東豊中店

3%OFF

（予約制・1回のみ）

☆駐車２時間無料。駐車場所は事前にお尋ねを。

習い事

TEL 0120-922-793
豊中市東豊中町4-3-8

TEL 0800-1111-888
吹田市樫切山4-17

入会金無料

入会金無料
導入カウンセリング・体験無料

入会金10%OFF

入会金半額

※再入会の場合は除く

TEL 06-6836-6666
豊中市上新田4-7-10-2F

TEL 06-6832-1586
せんちゅうパル3F

旅行代理店

【国内】赤い風船3%OFF
【海外】マッハ5%OFF
ベストツアー3%OFF

【国内】赤い風船3%OFF
【海外】マッハ5%OFF
ベストツアー3%OFF

日本旅行 TiS新大阪支店

日本旅行 TiS梅田支店

TEL 0120-868-164
豊中市新千里東町1-4-1
阪急千里中央ビル7F

①入会金無料！
②さらに、入会翌月会費半額!
（通常6,600円→3,300円）

TEL 0120-999-037 豊中市新千里東町1-4-2
千里中央 千里ライフサイエンスセンタービル20F・21F

初回1,000円OFF

（2回目以降500円OFF)
パーソナルトレーニング

※日本旅行商品に限る。その他商品は不可

※日本旅行商品に限る。その他商品は不可

※お連れ様1名まで適用。他サービスと併用不可

A Style Field

TEL 06-6302-4106
TiS新大阪支店/新大阪駅構内

TEL 06-6345-2351
TiS梅田支店/JR大阪駅構内

TEL 06-6831-0151
アザール桃山台2F

TEL 080-5332-5333
吹田市山田西1-1-11

自転車・バイク・車

自転車

5%OFF

くわはら自転車

Jサーキットアザール桃山台

バイク安全点検無料。バイク新車購入で
U字ロックプレゼント。バイク修理のための
引取り往復20kmまで無料

※他の割引との併用不可

※除外品有り。
カード及び他の割引と併用不可

アズ・モーターサイクル

TEL 06-6832-0044
吹田市佐竹台2-5-11

TEL 06-6384-3633
吹田市春日4-20-2

TEL 06-6385-0819
吹田市岸部中1-1-6

携帯・スマホ

携帯電話・スマートフォンの新規購入
携帯電話・スマートフォンの新規購入
機種変更で購入代金より1,080円OFF 機種変更で購入代金より1,080円OFF

ドコモショップ

ららぽーとEXPOCITY店

携帯電話購入で充電器・卓上ホルダー・
SDカードのいずれかを。
スマートフォン購入でケース・フィルムを進呈

auショップ

トナリエ南千里店

メディカルフィットネス

ビタレーザ ラボ

TEL 06-6834-2070
吹田市津雲台5-11-2
大阪大学グロ-バルビレッジ津雲台 2F

朝日カルチャーセンター／
朝日JTB・交流文化塾
中之島教室

入会金無料

更にスイミングキャッププレゼント

エースタイルフィールド

バイク修理8%OFF

モーターサイクルPAL
※他の割引との併用不可

工賃

20%OFF
TEL 072-720-7200
箕面市如意谷4-3-9

TEL 06-6831-1543
吹田市津雲台7-66-8

携帯電話購入時に5,000円以上の
アクセサリーから3,000円OFF

ご契約特典 500円分クオカード進呈
乗り換え※の方は解約金相当負担

申込時、教習所内の自動販売機で利用できる

auショップ

ソフトバンク

ららぽーとEXPOCITY店

ららぽーとEXPOCITY店

医療

※予約時に「モテあさ！会員証使用」
と
お伝えください。
自由診療に適用。税込料金

TEL 06-6872-5516
千里中央 千里朝日阪急ビル3F

TEL 06-6155-9380
吹田市千里山霧が丘22-2

TEL 06-6155-6033
豊中市服部豊町1-2-12 メゾンブライト1Ｆ

提携店様募集

TEL 06-4864-8133
ららぽーとEXPOCITY1F

※背骨・骨盤ゆがみ矯正、
はり・きゅうの初診時に適用

（セルフガソリンスタンド）
※他サービスと併用不可

TEL 0800-700-1476（無料）/06-6876-1231
ららぽーとEXPOCITY1F

※要予約。会員の旨お伝えください。
お連れ様も同様に

ENEOS

旭油業 千里セントラルS.S.

セキュリティラウンジ

TEL 06-6836-3333
トナリエ南千里内 1F

はたけやま整骨院

タイヤ・バッテリー10%OFF

●千里丘店
TEL 06-6816-8823 吹田市新芦屋下2-27
●茨木店
TEL 072-641-8619 茨木市豊川3-2-39
●箕面店
TEL 072-728-5110 箕面市船場西3-13-7

TEL 0120-274-188
ららぽーとEXPOCITY1F

千里山わだち整骨院

TEL 06-6863-0616
豊中市服部緑地1-5

TEL 06-6831-4122
豊中市上新田4-7-7

TEL 0120-184-088
せんちゅうパル2F

医療法人 一翠会
千里中央健診センター

騎乗料5,000円⇒3,500円

千里スイミングクラブ 服部緑地乗馬センター
※装具レンタル1,500円と保険料210円が必要

※他社インターネットから
ソフトバンク光へ乗り換えが条件

通常8,800円⇒4,400円に

&パウ（スカート）プレゼント

TEL 06-6821-4852
吹田市春日1-4-1-602 緑地マンション

※他サービスと併用不可

外反母趾治療 初回分

ふわはな

・連絡や予定は公式LINEから 公式 LINE
・豊中市千里中央地区を中心に活動中

TEL 06-6222-5222
中之島フェスティバルタワー18F

※ケース・フィルムは一部対象外商品あり

500円OFF

ベビーからの
ふれあい教室

※同時入会に限る。２人まで。
70歳以上と18歳以下は無料

※オプション品・電話料金での利用不可。
他の施策との併用不可

お会計
から

500円OFF

マヌラニ・フラ・スタジオ
本校＆オフィス

※オプション品・電話料金での利用不可。
他の施策との併用不可

2,200円OFF

受講料

（イベント除く）

各教室とも入会金 50%OFF 入会の方にオリジナルTシャツ

ヤマハミュージックリテイリング ヤマハミュージックリテイリング
ITTO個別指導学院
ハロー! パソコン教室
千里中央センター
豊中上新田校
ミュージックサロン千里
※他のサービスと併用不可

人間ドック1日コースが

キッズダンス・健康ストレッチ

体験料を半額
（入会費免除）

TEL 06-6388-6592
吹田市原町1丁目5-13

TEL 06-6834-7065
Dew阪急山田2F

千里中央店

10％OFF

平日
限定

TEL 050-3718-4412／
豊中市服部西町2-1-20 第3メゾン服部801

TEL 06-6384-6801
吹田市千里山東2-24-16

ドコモショップ

※他サービスと併用不可
TEL 06-6761-1729
大阪市中央区谷町7-2-26

TEL 06-6873-0489
アザール桃山台1F

（フットヘルパー協会認定大阪校）

ライフデザイン・プロデュース

佐竹台サイクル

ぜにやふとん店

メンテナンス・ストレッチ・
アソシェーション

Lourdes 〜るるど〜

※東豊中店のみ有効。重複割引不可

ヤマハPASサービスパートナー店

５％OFF

豊中市南桜塚3-10-6-2（駐車場2台）

※毛皮類は修理不可の場合有り。重複割引不可

5%OFF

ESNIKA（エスニカ）
※セール品対象外

※他サービスと併用不可

修理代

20%OFF

2,000円以上
お買い上げで
※現金払いに限る※

岸部カイロプラクティック

TEL 06-6836-4048
豊中市新千里東町1-2-4
千里中央 信用保証ビル5F

たたみとふすま にしだ
西田産業

※予約優先制。他の割引との併用不可

●当社の朝日新聞読者さま限定です。
●簡単なアンケートにお答えいただく
だけで、会員証が表示されます。

※女性専用・完全予約制。足ふみマッサージ
「フーレセラピー」の隠れ家サロン。重複割引不可

※他割引と併用不可。要予約

20%サービス

カット&パーマ MISTY

※イメージです。

紙の会員証に加え、 ゲット!
スマホの会員証も！
ぜひ便利にご利用
ください。

整体・骨盤矯正
カラダファクトリー

フットケアサロン バウム

千里中央店

20%OFF

有効期限

2023年11月30日

はじめて補聴器 桃山台

ヘアー施術
料金より

こちらから

「ゼビオの各種ポイントカード」
と
「モテあさ！会員証」を同時ご提示で

お会計
から

2023年11月30日

ス マ ホ会 員 証

眼鏡士の店
富田眼鏡店

※お連れ様も同様に。セール期間を除く

有効期限

TEL 072-726-3955
箕面市船場東3-13-11

TEL 072-643-4126
茨木市清水1-30-7

商品総額から

1,000円以上のご利用で

2,000円分のプリペイドカード
プレゼント

豊中自動車教習所
TEL 0120-13-0512
豊中市玉井町4-2-5

ご提携・ご掲載は無料です!!
地元情報紙『モテあさ！』では、
ご提携いただけるお店、
施設様を随時募集中。お気軽にお問い合わせください。
朝日新聞大阪販売㈱ モテあさ！事務局
〒560-0085 豊中市上新田3-10-21
TEL：
（06）6872-0031 メール：moteasa@0843.co.jp

モテあさ！紙面
バックナンバー

※ご提携に関しては、一定の条件がございます。
くわしくは、お問い合わせ時にお伝えします。

