
ジャンル 店舗名 住所

コンビニ デイリーヤマザキ　近畿管区警察学校 大阪府堺市北区長曾根町1179-4

コンビニ ファミリーマート　ＪＲ堺市駅前 大阪府堺市北区北長尾町１－７－６

コンビニ ファミリーマート　ときはま長曽根町 大阪府堺市北区長曾根町４８４－１

コンビニ ファミリーマート　ときはま北花田 大阪府堺市北区北花田町３－４４－１６

コンビニ ファミリーマート　なかもず駅北口 大阪府堺市北区中百舌鳥町２－１０１

コンビニ ファミリーマート　京屋長曽根 大阪府堺市北区長曽根町３００１－３

コンビニ ファミリーマート　堺金岡 大阪府堺市北区金岡町２２６７番地１

コンビニ ファミリーマート　堺金岡町 大阪府堺市北区金岡町３０３４－３１

コンビニ ファミリーマート　堺常磐町 大阪府堺市北区常磐町１丁１５番１号

コンビニ ファミリーマート　堺新金岡 大阪府堺市北区新金岡町五丁１番２号

コンビニ ファミリーマート　堺大泉緑地 大阪府堺市北区新金岡町５丁６番１１６号

コンビニ ファミリーマート　堺中長尾町 大阪府堺市北区中長尾町三丁３番１号

コンビニ ファミリーマート　堺中百舌鳥町五丁 大阪府堺市北区中百舌鳥町五丁６８９番地

コンビニ ファミリーマート　堺東浅香山 大阪府堺市北区東浅香山町２丁３４８－１

コンビニ ファミリーマート　堺南花田 大阪府堺市北区南花田町３０

コンビニ ファミリーマート　堺南花田町東 大阪府堺市北区南花田町３８番地

コンビニ ファミリーマート　堺百舌鳥梅町三丁 大阪府堺市北区百舌鳥梅町三丁５４－６

コンビニ ファミリーマート　堺百舌鳥梅町二丁 大阪府堺市北区百舌鳥梅町二丁５０６

コンビニ ファミリーマート　堺百舌鳥梅北町 大阪府堺市北区百舌鳥梅北町３－１０５－１

コンビニ ファミリーマート　堺百舌鳥陵南町 大阪府堺市北区百舌鳥陵南町３丁１６１番地

コンビニ ファミリーマート　堺北長尾町 大阪府堺市北区北長尾町八丁１番１９号

コンビニ ファミリーマート　大阪労災病院 大阪府堺市北区長曽根町１１７９－３

コンビニ ミニストップ　イオンモール堺北花田店 大阪府堺市北区東浅香山町４丁１番１２号

コンビニ ローソン　ＯＳＬなかもず駅 大阪府堺市北区中百舌鳥町２‐２４０‐１

コンビニ ローソン　なかもず駅前 大阪府堺市北区中百舌鳥町５丁２２‐１０２

コンビニ ローソン　なかもず駅東 大阪府堺市北区中百舌鳥町２丁２４４‐２

コンビニ ローソン　堺新金岡 大阪府堺市北区蔵前町１１９７‐２

コンビニ ローソン　堺長曽根町 大阪府堺市北区長曽根町１９０３‐１

コンビニ ローソン　堺八下北 大阪府堺市北区八下北３‐４５

コンビニ ローソン　堺百舌鳥 大阪府堺市北区百舌鳥赤畑町１丁４３‐２

コンビニ ローソン　堺百舌鳥赤畑町 大阪府堺市北区百舌鳥赤畑町４‐２４７‐３

コンビニ ローソン　堺百舌鳥陵南町 大阪府堺市北区百舌鳥陵南町３‐４９７

コンビニ セブン-イレブン　堺百舌鳥梅町１丁 大阪府堺市北区百舌鳥梅町１丁１８－１４

コンビニ セブン-イレブン　堺中百舌鳥団地前 大阪府堺市北区金岡町１９６５－１

コンビニ セブン-イレブン　堺東雲東町 大阪府堺市北区東雲東町１丁９－２１

コンビニ セブン-イレブン　堺北花田 大阪府堺市北区東浅香山町４丁６

コンビニ セブン-イレブン　堺中百舌鳥駅南口 大阪府堺市北区中百舌鳥町５丁１６番

コンビニ セブン-イレブン　堺中百舌鳥町６丁 大阪府堺市北区中百舌鳥町６丁１０４０番地３

コンビニ セブン-イレブン　堺百舌鳥梅町３丁 大阪府堺市北区百舌鳥梅町３丁３１－１０

コンビニ セブン-イレブン　堺東上野芝町２丁 大阪府堺市北区東上野芝町２丁４５６－１

コンビニ セブン-イレブン　堺南花田町 大阪府堺市北区南花田町２７３－１

コンビニ セブン-イレブン　堺長曽根町南 大阪府堺市北区長曽根町３０８１－２５

コンビニ セブン-イレブン　堺大泉緑地公園前 大阪府堺市北区金岡町６８

コンビニ セブン-イレブン　堺大阪府立大学前 大阪府堺市北区中百舌鳥町６丁９８７番２

コンビニ セブン-イレブン　堺北花田町４丁 大阪府堺市北区北花田町４丁９３－１０

コンビニ セブン-イレブン　堺金岡町 大阪府堺市北区金岡町３００７番地１

コンビニ セブン-イレブン　堺蔵前町 大阪府堺市北区蔵前町２丁１２２７番１

コンビニ セブン-イレブン　堺百舌鳥梅北 大阪府堺市北区百舌鳥赤畑町４丁３５５－１

コンビニ セブン-イレブン　堺大阪労災病院前 大阪府堺市北区長曽根町１５９４－１

コンビニ セブン-イレブン　堺北花田３丁 大阪府堺市北区北花田町３丁１７番６

コンビニ セブン-イレブン　堺中百舌鳥駅北口 大阪府堺市北区中百舌鳥町２丁５８番

コンビニ ミニストップ 中百舌鳥駅前店 大阪府堺市北区中百舌鳥町5丁目668番地

ドラッグストア ウエルシア　堺新金岡店 大阪府堺市北区蔵前町３丁５番６３号

ドラッグストア ウエルシア　堺中百舌鳥店 大阪府堺市北区中百舌鳥町２丁目２番地

ドラッグストア ウエルシア　堺長曽根店 大阪府堺市北区長曽根町１２０７－４

ドラッグストア ウエルシア　堺百舌鳥梅町店 大阪府堺市北区百舌鳥梅町１丁７番地１

ドラッグストア ウエルシア　堺北花田店 大阪府堺市北区北花田町３丁１８番１４号

ドラッグストア キリン堂　フレスポしんかな店 大阪府堺市北区新金岡町５丁１番１号フレスポしんかな１階

ドラッグストア キリン堂　三国ヶ丘店 大阪府堺市北区百舌鳥梅北町２丁７３－１

ドラッグストア キリン堂　百舌鳥梅町店 大阪府堺市北区百舌鳥梅町１丁２７番１

ドラッグストア キリン堂　北花田店 大阪府堺市北区奥本町２－１０

ドラッグストア キリン堂薬局　フレスポしんかな店 大阪府堺市北区新金岡町５丁１番１号フレスポしんかな１階

ドラッグストア キリン堂薬局　北花田店 大阪府堺市北区奥本町２－１０

ドラッグストア ココカラファイン　イオンモール堺北花田店 大阪府堺市北区東浅香山町４丁１－１２　イオンモール３階

ドラッグストア ココカラファイン なかもず店 大阪府堺市北区金岡町1382番1

ドラッグストア サーバ　レインボー金岡店 大阪府堺市北区蔵前町１丁７番１５号レインボー金岡

ドラッグストア スギ薬局　堺長曽根店 大阪府堺市北区長曽根町３０４３番地４

ドラッグストア スギ薬局 新金岡店 大阪府堺市北区長曽根町720番地1



ドラッグストア スギ薬局　中百舌鳥店 大阪府堺市北区金岡町３０４７番地３

ドラッグストア スギ薬局　北花田店 大阪府堺市北区北花田町一丁４番地

ドラッグストア ダイコクドラッグ　なかもず駅前店 大阪府堺市北区中百舌鳥町２丁１０４番地　なかもず駅前ビル１階

ドラッグストア ドラッグセガミ黒土店 大阪府堺市北区黒土町2323-1ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ三国ヶ丘東店別棟

ドラッグストア マサヤ　ＣＳ　イオンモール堺北花田店 大阪府堺市北区東浅香山町４－１－１２

ドラッグストア ライフォート長曽根店 大阪府堺市北区黒土町3004-5

ドラッグストア ダイコクドラッグなかもず駅前店 大阪府堺市北区中百舌鳥町２丁１０４番地　なかもず駅前ビル１階

グルメ Ｂａｒ　ａｍａｒａｃｈ 大阪府堺市北区百舌鳥梅町 １－２－１６

グルメ アルヘイム　なかもず店 大阪府堺市北区中百舌鳥町2-196

グルメ お好み焼・鉄板焼　楓 大阪府堺市北区 新金岡町５－４－１０４

グルメ ガスト 堺長曽根店 大阪府堺市北区長曽根町３０００－１

グルメ ガスト 堺北花田店 大阪府堺市北区北花田町３丁１７－１

グルメ から好し　百舌鳥店 大阪府堺市北区百舌鳥赤畑町２丁１１３－１

グルメ くら寿司　中百舌鳥 大阪府堺市北区百舌鳥梅町3-46-6

グルメ くら寿司　北花田 大阪府堺市北区北花田町3-32-3

グルメ くら寿司　無添蔵　北花田 大阪府堺市北区北花田町3-32-3

グルメ ケンタッキーフライドチキン　コーナン中百舌鳥店 大阪府堺市北区中百舌鳥町３－４２８－２

グルメ ケンタッキーフライドチキン　堺百舌鳥店 大阪府堺市北区百舌鳥陵南町２－６８６

グルメ ケンタッキーフライドチキン　北花田店 大阪府堺市北区北花田町３－１７－２

グルメ サンマルクカフェ　イオンモール堺北花田店 大阪府堺市北区東浅香山町4-1-12

グルメ しゃぶ葉　イオンモール堺北花田店 大阪府堺市北区東浅香山町４丁１－１２－１３０イオンモール堺北花田プラウ店４

グルメ スシロー　堺百舌鳥店 大阪府堺市北区百舌鳥陵南町3丁1

グルメ とりやき　大福 大阪府堺市北区金岡町 １４１９－１０

グルメ ほっかほっか亭　　大泉緑地西口店 大阪府堺市北区新金岡町５－６－１

グルメ ほっかほっか亭　　中百舌鳥中央店 大阪府堺市北区中百舌鳥町５丁目８０３－３

グルメ リンガーハットコーナン中百舌鳥店 大阪府堺市北区中百舌鳥　3-428-2

グルメ リンガーハット堺百舌鳥店 大阪府堺市北区百舌鳥梅町1-6-2

グルメ ロイヤルホスト堺長曽根店 大阪府堺市北区長曽根町1195-1

グルメ 奥出雲玄米食堂井上　イオンモール堺北花田店 大阪府堺市北区東浅香山町4丁目1-12

グルメ 鎌倉パスタ イオンモール堺北花田店 大阪府堺市北区東浅香山町4-1-12イオンモール堺北花田4階

グルメ 鎌倉パスタ なかもず店 大阪府堺市北区百舌鳥西之町2-537

グルメ 吉野家　中百舌鳥 大阪府堺市北区百舌鳥梅町２丁３－３

グルメ 吉野家　北花田 大阪府堺市北区北花田町３丁３２－６

グルメ 牛角北花田店 大阪府堺市北区北花田町２－２７－１サンハイツ北花田１Ｆ

グルメ 七輪焼肉　安安　なかもず店 大阪府堺市　北区百舌鳥梅北町5-472はりまや中もず店2F

グルメ 松のや　金岡店 大阪府堺市北区金岡町192-1　Pモール

グルメ 焼き鳥大吉百舌鳥梅町店 大阪府堺市北区 百舌鳥梅町３－１－１９

グルメ 創作料理　胡や 大阪府堺市北区 中百舌鳥町６丁８７６

グルメ 肉問屋肉まる北花田店 堺市北区浅香山町４－１－１２イオンモール堺北花田プラウ３階

グルメ 白木屋　なかもず駅前店 大阪府堺市北区中百舌鳥町2丁101

グルメ 万福寿司 大阪府堺市北区 蔵前町１－１８－５

グルメ 和み場ａｒ　◯’ｓ 大阪府堺市北区中百舌鳥町 ２丁２９９－８

グルメ おでん　末福 大阪府堺市北区中長尾町 ２－６－４

グルメ 食べ処・飲み処　与太郎 大阪府堺市北区北花田町 １－５２－１

グルメ スタンド酒場てんてん 大阪府堺市北区東浅香山町 ４丁６番地

グルメ 肉バル　ＢｏｏＢｏｏキッチン 大阪府堺市北区東雲東町 １－２－２５

グルメ マンマミーア 大阪府堺市北区百舌鳥梅北町 １－２３仲ビル２階

グルメ 屋台居酒屋大阪満マル堺市駅前店 大阪府堺市北区北長尾町 ２－５－９メゾン北長尾１Ｆ

グルメ 居酒屋てんてん北花田店 大阪府堺市北区船堂町 １－１４－２－エレガンス北花田１Ｆ

グルメ 株式会社てんてん　本部用 大阪府堺市北区船堂町 １丁１４－２－１Ｆ

グルメ 宅配ガスト　堺長曽根店 大阪府堺市北区長曽根町３０００－１

グルメ 宅配ガスト　堺北花田店 大阪府堺市北区北花田町３丁１７－１

小売り ABC－MART コーナン中もず店 大阪府堺市北区中百舌鳥町3-428-22F

小売り Ａｔｅｌｉｅｒ３０７ 大阪府堺市北区大豆塚町 ２－１－２

小売り BOOKOFF　堺新金岡店 大阪府堺市北区長曽根町545-1

小売り ＢＵＬＢＯＵＳ　ＢＯＷ 大阪府堺市北区北花田町 １－１６

小売り ＦＵＳＩＯＮ　ＳＴＹＬＥ 大阪府堺市北区東上野芝町 二丁４６８番地１－１００５号

小売り ＨｏｎｄａＣａｒｓ大阪　堺東店 大阪府堺市北区新金岡町5-10-135

小売り ＨｏｎｄａＣａｒｓ大阪南　中もず店 大阪府堺市北区百舌鳥梅町1-24-5

小売り ＨｏｎｄａＣａｒｓ大阪南　北花田店 大阪府堺市北区船堂町1-15-5

小売り ｉｋｋａイオンモール堺北花田 大阪府堺市北区東浅香山町 ４丁１－１２イオンモール堺北花田３Ｆ

小売り JINS ｲｵﾝﾓｰﾙ堺北花田店 大阪府堺市北区東浅香山町4-1-12イオンモール堺北花田　3F

小売り Ｋｉｖｉ 大阪府堺市北区北長尾町 ２丁５－１１

小売り Ｍ２ＰＬＡＮＴ新金岡店 大阪府堺市北区 長曾根町３０７３－１７ミレニアム１０５

小売り ＴＩＦＡＲＥ 大阪府堺市北区北花田町 ３丁４３－８

小売り エディオンデンユウシャ 大阪府堺市北区大豆塚町一丁12-1

小売り オートバックス　金岡店 大阪府堺市北区長曽根町３０６９番地１６

小売り おそうじ本舗　岸和田駅前店 大阪府堺市北区百舌鳥陵南町 １丁１４６－Ａ１０２

小売り おそうじ本舗　堺初芝店 大阪府堺市北区百舌鳥梅町 ３－２５－１８



小売り おそうじ本舗　堺深井店 大阪府堺市北区新金岡町 ２－５－１－４０６

小売り おそうじ本舗　堺北花田店 大阪府堺市北区北花田町 ４丁１１２－１２トミーズコート北花田２０７

小売り キャンドゥ　イオンモール堺北花田 大阪府堺市北区東浅香山町４丁目１－１２イオンモール堺北花田３階

小売り クラフトマン北花田店 大阪府堺市北区北花田町 １－４６－３

小売り サイクルショップタケモト 大阪府堺市北区北長尾町 ３－５－１３

小売り サイクルヒーローときはま金岡店 大阪府堺市北区長曽根町 ３０６３－１

小売り サイクルベースあさひ　三国ヶ丘店 大阪府堺市北区百舌鳥赤畑町2-45

小売り サイクルベースあさひ　新金岡店 大阪府堺市北区蔵前町2-16-43

小売り ジャイアントストア堺 大阪府堺市北区長曽根町 ５４５－２５・１Ｆ

小売り ジュークボックス 大阪府堺市北区蔵前町 １－７－１１金岡Ｅビル１Ｆ１０１Ｂ

小売り セレクトショップＬａｐｉｓ．Ｇ 大阪府堺市北区中百舌鳥町 １－１４－６－２Ｆ

小売り ダンカン堺百舌鳥店 大阪府堺市北区百舌鳥西之町3-503

小売り バイクや 大阪府堺市北区 北花田町３－４２－２

小売り まちの自転車店リコ　金岡店 大阪府堺市北区 蔵前町１－１８－９

小売り マックハウス　中もず店 大阪府堺市北区中百舌鳥町３－２５８－２

小売り マツヤデンキテックランド金岡店 大阪府堺市北区蔵前町1-7-15　レインボー金岡１Ｆ

小売り ムラサキスポーツ　サカイキタハナダテン 大阪府堺市北区東浅香山町４丁1ｰ12

小売り メガネの三城　新金岡店 大阪府堺市北区長曽根町１２００の１番地

小売り ライフクリーナー　中もず店 大阪府堺市北区中百舌鳥町 ３－４２８－２

小売り ライフクリーナー　南花田店 大阪府堺市北区南花田町 ２２８－１２

小売り ロマンシューズ本店 大阪府堺市北区蔵前町 １－７－１５

小売り 前田米酒店 大阪府堺市北区金岡町 １９７７－５

小売り 電材買取センター堺店 大阪府堺市北区百舌鳥赤畑町 １－８－６

小売り 味の店一番 大阪府堺市北区中百舌鳥町 ６－８８２－３

小売り 洋服の青山　堺百舌鳥店 大阪府堺市北区百舌鳥梅町２丁4番1号

小売り Ｌａ　Ｆｌｅｕｒ 大阪府堺市北区中百舌鳥町 ５丁６６０－１

小売り やおたつ 大阪府堺市北区北長尾町 １丁７－８

小売り いろはからあげ 大阪府堺市北区東浅香山町 ３－２０－１

小売り パティスリー　レタンセル 大阪府堺市北区東雲東町 １－６－２

小売り ひさご屋 大阪府堺市北区中百舌鳥町 ６－８６３

小売り 酒のＡＢＣ本店 大阪府堺市北区南花田町 ３６４－１

小売り ふとん大西 大阪府堺市北区東雲東町 １丁１－１６

小売り 酒のＡＢＣ中もず店 大阪府堺市北区長曾根町 ３０７３－１１

小売り イオンモール堺北花田店 大阪府 堺市 北区 東浅香山町4-1-12 イオンモール堺北花田 3F

小売り はるやま 堺北花田店 大阪府堺市北区北花田町3-33-10

美容 ＢＡＫＡＲＡ　ＨＡＩＲ　北花田 大阪府堺市北区 北花田町１－５２－１東秀ビル２０２

美容 ｃｌａｒａ 大阪府堺市北区新金岡町 ５丁３番地２２３号ちこうビル１階

美容 Ｆｉｅｓｔａ 大阪府堺市北区百舌鳥赤畑町 １丁８－１０西川商事ビル１Ｆ

美容 Ｈａｉｒ＆ｍａｋｅ　ラスル 大阪府堺市北区北花田町 ３－１８－２０

美容 ｈａｉｒ’ｓ　Ｃａｃｈｅｔｔｅ 大阪府堺市北区百舌鳥梅町 ３－４－７豊ハイツ１０４

美容 ＩＮＣＬＯＶＥＲ 大阪府堺市北区 長曾根町３０４６－１３

美容 ｉ－ｏｒｙ 大阪府堺市北区中百舌鳥町 ６－８６３－１ハイツヴァレイ中百舌鳥１階

美容 ＬＡＺＺ　ｈａｉｒ 大阪府堺市北区百舌鳥梅町 ３－２－９ラヴィータ２Ｆ

美容 ＬＩＬＩＡ． 大阪府堺市北区蔵前町 ２－１６－５４－１Ｆ

美容 Ｌｕａｎａ　ｌａｂ 大阪府堺市北区北花田町 ３－１８－１９オオサカカンビル２階

美容 ｍａ　ｎａｉｌ 大阪府堺市北区中百舌鳥町 ５－６５２－１和光ビル１０１

美容 Ｍａｒｏ’ｓ　Ｗａｘ 大阪府堺市北区北花田町 ３丁１８－１８・ジョイフルフタバビル２Ｆ

美容 ＮｕＲｉｅ 大阪府堺市北区中百舌鳥町 ２－５８ライフステーションなかもず第二ビル２Ｆ

美容 Ｓｅｌｆｉｓｈ　ｒｏｏｍ１０１ 大阪府堺市北区 東浅香山町１－５２－２－１０１

美容 ｔｉｅｓ 大阪府堺市北区長曾根町 ３０８４－７－１階

美容 ＶＯＣＥ 大阪府堺市北区 中百舌鳥町６?１０１２?１

美容 ウイラニ 大阪府堺市北区 長曾根町３０８４－１１　ＭＹ　ＳＴＡＧＥ２０６号

美容 かわもと鍼灸整骨院 大阪府堺市北区 百舌鳥梅町３－１２－１

美容 クリスタルマジック南花田店 大阪府堺市北区南花田町 ７７－２ガーデンハイツ住吉１階

美容 ちゅら：ｒｅ 大阪府堺市北区長曾根町 ７３４－４吉村ビル１Ｆ

美容 みずの鍼灸整骨院 大阪府堺市北区金岡町 １２２１－２２

美容 ミニョン　なかもず店 大阪府堺市北区中百舌鳥町 ５－７６４－１Ｈ－ＯＮＥビル２Ｆ

美容 ミニョン北花田店 大阪府堺市北区北花田町 １－１６－１－１Ｆ浅香３号館ビル

美容 メディカルサロンｅｃｌａｔ 大阪府堺市北区中百舌鳥町 ２－８４ボンボニエール６０３

美容 メナードキャトルフィーユ 大阪府堺市北区百舌鳥赤畑町 ４－２２６－２なかコーポ１０１

美容 メナードフェブリエセーズ 大阪府堺市北区百舌鳥梅町 １－１６－２ロイヤルオークなかもず１０７号

美容 リラクサロンＢａｇｏｌｙ 大阪府堺市北区蔵前町 ２丁１６ー３５・ステージ村田１１・２０５

美容 玉兎治療院 大阪府堺市北区北花田町 １－４６－１・リーノオールウェイズ１０２

美容 手美革命　ＫｉＫｉ 大阪府堺市北区長曽根町 ３０８２－５エンジェルズアイ１０５号室

美容 美容室メトロ 大阪府堺市北区 中長尾町２ー３ー１８

美容 ヘアー　シーマ 大阪府堺市北区北長尾町 ３－５－１１Ａハイツ１Ｆ

美容 Ｒｉｒｕ＿Ｍ　中百舌鳥店 大阪府堺市北区中百舌鳥町 ２－５８なかもず第二ビル２階ライフステーション中百舌鳥

美容 らっく整体整骨院 大阪府堺市北区北長尾町 ３－５－３パラジオコジマ１

美容 Ｋ．Ｓ．Ｐ 大阪府堺市北区中百舌鳥町 ６－９９８－３中百舌鳥公園団地７－１０１



美容 げんき堂鍼灸整骨院 大阪府堺市北区長曽根町 １６２７－１ラ・フォーレしんかな１Ｆ

その他 Ｋ’ｚ　ＡＵＴＯ 大阪府堺市北区金岡町 ８６６

その他 カースタレンタカー堺市駅前店 大阪府堺市北区 北長尾町２－１－１４

その他 ジャンカラ　新金岡駅前店 大阪府堺市北区新金岡町5-1-1

その他 ノムラクリーニング三国ヶ丘駅前店 大阪府堺市北区百舌鳥赤畑町１丁６－１

その他 ノムラクリーニング新金岡店 大阪府堺市北区長曽根町３０６９－５

その他 ほたるの里動物霊園 大阪府堺市北区八下北 １－３２

その他 りらくる　中百舌鳥店 堺市北区中百舌鳥町5丁729-2

その他 運転代行Ｇｌｏｂａｌ 大阪府堺市北区東雲東町 ２丁－２市営東雲東住宅２棟１００６

その他 株式会社久保工業　堺営業所 大阪府堺市北区南花田町 ５８５－１

その他 五箇荘葬祭和田 大阪府堺市北区奥本町 ２－１１０－２

その他 田中建設 大阪府堺市北区新金岡町 ５－４－１１１

その他 裕心 大阪府堺市北区新金岡町 １丁３－３３

その他 OREO 大阪府堺市北区東雲東町４－６－１５

その他 ＯＲＥＯ 大阪府堺市北区東雲東町 ４－６－１５


