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織姫の里かたのプレミアム付商品券の販売開始
□問 （商品券の販売）織姫の里かたのプレミアム付商品券事務局（北大阪商工会議所交野支所）☎070-1815-5939

（購入引換券の申請）地域振興課☎0570-02-0277（商品券専用ダイヤル）

　10/1（火）からプレミアム付商品券の販売が開始されます。商品券購入の際には「交野市プレミアム付商品券
購入引換券」と本人確認のための身分証明書（運転免許証、健康保険証など）が必要です。本人確認について詳細
は購入引換券の注意事項を確認ください。

交野マラソン2020の開催日が決まりました
□問 交野マラソン実行委員会事務局　10/31（木）までは☎892-7721、11/1（金）からは☎892-7727

　交野マラソン2020の開催日は令和2年4/19（日）に決まり
ました。今年は11/1（金）からエントリーをスタートします。
詳細は広報11月号でお知らせします。

商品券の使用期間　10/1（火）～令和2年2/29（土）
取扱店　商品券を使用できるお店にはポスターまたは「取扱店」ステッ
カーを掲示しています。使用可能店舗一覧は、市ホームページか商品
券販売場所等で配布するチラシで確認できます。

大会概要　
日時　令和2年4/19（日） 
場所　いきいきランド交野
　（メイン会場）および市内マラソンコース
コース　1.5㌔、3㌔、10㌔
公式ホームページ　http://katano-marathon.com/

購入引換券について
商品券の購入対象は次の①②に該当する人です。
①令和元年度市民税均等割非課税者（課税者と生計同一の配偶者・扶養
　親族等、生活保護受給者を除く）→申請が必要です。
②学齢3歳未満の子（平成28年4/2～令和元年9/30生）が属する世帯の
　世帯主→申請不要。市から購入引換券を送付。
※購入引換券は再発行できませんので
　大切に保管してください。

商品券販売場所 販売期間 販売時間

ゆうゆうセンター 10:00～17:00
※10/4（金）・5（土）は20:00まで

9:30～16:30

10/1（火）～6（日）

プレミアム付商品券事務局
（北大阪商工会議所交野支所/
私部1-1-2）

※駐車場に限りがあります。公共交通機関をご利用ください。
※商品券の購入はおつりのないよう、ご協力をお願いします。

10/7（月）～
令和2年1/31（金）
※平日のみ
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10/7（月）～
商品券販売所
（北大阪商工会議所交野支所）

青山 ●居酒屋はんじょう
天野が原町 ●かつ辰 交野店 ●クリスマスローズ ●伸光楽器 ●瀧川モータース ●西川クリーニング

●Cut wa Coconi ●中華料理美香飯店 ●万代 郡津店
●ふぁみりぃ交野 ●モスキッチン ●ローソン交野私市四丁目店
●アウトドアベース・ソトアソ

●交野ガスリビング ●スーパーツジトミ交野店 ●ファミリーマート幾野四丁目店
●ルラシオンデュクール アミエル ●ローソンストア100交野幾野一丁目店 

幾野

梅が枝
私市
私市山手
私部

●家族亭 ●カフェ＆レストラン ジュリア ●株式会社北村商店 ●久保写真 ●クリーニングハクエイ
●アカカベ薬局私部店 ●医療法人茂樹会 田中診療所 ●海鮮どんぶり太郎交野駅前店 ●交野サイクル

●セブンイレブン交野市駅前店 ●セブンイレブン交野市役所前店 ●ドラッグストアアカカベ交野店
●つくし ●白星舎クリーニング ●パンダ ●ビューティサロンモリワキ貸衣裳店
●ビューティサロンモリワキ交野本店 ●Hair＆Make VORELO ●ファッションロビー　シメオン
●ファミリーマート交野私部店 ●弁慶交野駅前店 ●ホンダばいくらんど 
●ポーラアストレショップ ●丸助寿し ●麦の大地 ●メガネハウス ●㈱山添電機商会 
●ラッキー交野店

私部西
●はなはうす弥生 ●豆腐工房にしむら ●松坂屋交野店 ●みなと食堂 
●イズミヤ交野店 ●シフト ●日本鮮魚店 ●ヤオシュウ ●肉の紀之国屋 ●お茶の石神園

●暮らしのファッション詩情  ●スギドラッグ交野 ●かわきた印章堂
●シミズメガネイズミヤ交野店 ●ハニーズ交野店 ●ペットショップワンちゃん
●イノヤフレップ交野店 ●Stella（ステラ） ●ラ シュ シュ ●cut-A 交野店 ●松葉 交野店 
●文具コンパス ●ホリーズカフェ ●スマートカラーKirei ●中村興文堂書店 交野店 
●Lively salon交野 ●医療法人太田歯科医院 ●オオキタ園芸 ●オレンジ薬局交野市駅店
●キリン堂ドラッグ交野店 ●久太郎 交野店 ●さがサイクル交野店 ●正栄クリーニング 交野店 
●炭火焼鳥 大鳥 ●たんぽぽ薬局 交野店 ●手作りパン工房aLzo ●はるやま交野店 
●PanasonicリフォームClub<井上定㈱>交野店 ●HILO CLASSICO hair ●美容室ガーランドドレッシング
●美容室rajin ●美容室Re Style15+交野店 ●星のまち薬局 ●マクドナルド交野店 ●メガネのウォーター 
●MOTO SPACE ●ローソン交野梅が枝住宅前店 ●ローソン交野私部西店 
●カレーハウスCoCo壱番屋交野私部店 ●なかよし施術院

倉治
私部南

●カーショップカミタケ ●関西スーパー倉治店 ●ルビー ●パンスタジオ ●倉治整骨院 
●イズミ電化 倉治店 ●インテリアホーワ ●交野カントリー倶楽部 ●交野自動車整備工場 

●サイクルショップリバー ●スーパービッグサン ●セブンイレブン交野倉治９丁目店  ●大仏町さくら薬局
●ドリーム ●野武士 ●Vif ●ふとん館つただ津田店 ●ママンのおやつHiTo ●万代 倉治店 
●ローソン交野倉治一丁目店  ●㈱原田食品

郡津
●そうま電器ネスタなかむら ●はれらに食堂 ●美容室ケイ ●メガネの三城 郡津店
●かなでホール ●サロン・ド・コピーヌ ●サンプラザ調剤薬局 ●㈱そうま電器 

神宮寺
藤が尾

●ドラッグストアアカカベ藤が尾店 ●眠り屋よねはら ●パティスリーウグイスヤ 
●お好み焼き ゆう庵 ●片山サイクル ●KBCデンキ星田店 ●さつま ●サンワ薬品店 
●㈲アゴーテック営業・工事部

●ビューティサロンモリワキ藤が尾店 ●ヘアーサロンイズミ
星田

●CLLASSICO hair ●株式会社さくら ●SATISNAIL ●サンプラザ調剤薬局 ●セカンドたなかや 
●飯田寝装店 ●お茶のかをり園 ●オメザンベーカリー ●cachette ●かまどや星田店 

●セブンイレブンキヨスクJR星田駅改札口 ●SOLEILCAFE ●トップワールド星田店 
●ひらい鍼灸整骨院 ●㈱ヒラタ ●星田ネオ書房 ●Belleplus ●ビューティーサロンゴロー 
●星の森 ●パーマハウスピノキオ ●PC2b TRIVE ●本日のおすすめ 交野店 ●丸鶏家

星田北
●シュープラザ ●プレリ ●バラエティ101 ●HINATA ●眼鏡市場 ●ジュエリー＆ウォッチRuca  
●カインズ交野店 ●平和堂フレンドマート交野店 ●バースデイフレンドタウン交野 ●ダイソー 

●Green Parks topic ●ココカラファイン ●和菓子の店 ちとせ ●ベジフルマーケット 
●ミスタードーナツ ●うどんの宿六 ●食堂カフェpotto×タニタカフェ ●オオクボ精肉店 
●石窯パンの店ゴッホ ●iphone修理テレスマ ●正栄クリーニング ●理容室 インザバーバー 
●リペアショップHEART BOX ●大東楽器㈱交野センター　●北村石油株式会社 ●牛兵衛 星田店 
●㈲小松自動車 ●コマツレンタカー本部 ●タイヤ館 交野 ●たけだ動物病院犬猫美容室カレン
●日産大阪販売株式会社交野店 ●ローソン交野星田北五丁目店 ●ローソン交野星田北三丁目店
●カットイン・ビリーヴ ●Grazia(グラツィア) ●フレスコ星田店
●交野マキノ電業 ●さつま屋食堂 ●手打そば乃田 ●ひかり薬局交野店
●㈱辰巳電機商会 星田店 ●平田酒店 ●ホンダウイング交野
●功心道Kiバランス整体院

星田西
松塚
妙見坂
向井田
森北

●マクドナルド ●ホルン ●バラエティ100 ●キリン堂河内磐船店 
●お菓子工房 新 ●関西スーパー河内磐船店 ●ルビー ●フローレ花車 ●阪神ドラッグストアー 

●ビューティサロンモリワキ河内磐船店 ●rajin sana ●ヘアーアートプライム 
●やまや河内磐船店

森南
●ローソンJR河内磐船駅前店
●憩カフェchouchou ●辰巳寿司 ●八剣伝JR河内磐船駅前店 ●LittleBrown 

※各取扱店舗等の業種・所在地等はホームページ（https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2019042600046/を
　ご覧ください。

プレミアム商品券取り扱い店舗一覧（9月11日時点の内容です）




