
ジャンル 店舗名 住所

コンビニ ファミリーマート　堺岩室 大阪府堺市南区岩室９６－１

コンビニ ファミリーマート　堺泉北竹城台 大阪府堺市南区竹城台３丁目２２－８

コンビニ ファミリーマート　堺大庭寺 大阪府堺市南区大庭寺７９３－１

コンビニ ファミリーマート　泉ヶ丘駅前 大阪府堺市南区茶山台１－２－３

コンビニ ファミリーマート　泉北晴美台三丁 大阪府堺市南区晴美台３－１３－３

コンビニ ファミリーマート　泉北晴美台二丁 大阪府堺市南区晴美台２丁２番１８

コンビニ ファミリーマート　泉北敷物団地 大阪府堺市南区原山台５－９－１

コンビニ ファミリーマート　栂美木多駅前 大阪府堺市南区原山台２丁１－２

コンビニ ローソン　ｽﾄｱ100泉ヶ丘駅前 大阪府堺市南区竹城台１‐１‐２

コンビニ ローソン　岩室 大阪府堺市南区岩室１９０

コンビニ ローソン　堺原山台 大阪府堺市南区原山台５丁１２‐６

コンビニ ローソン　堺高倉台 大阪府堺市南区高倉台１‐３‐７

コンビニ ローソン　堺高尾一丁 大阪府堺市南区高尾一丁４１２‐１

コンビニ ローソン　堺若松台 大阪府堺市南区若松台３丁２‐１

コンビニ ローソン　堺泉北深阪南 大阪府堺市南区深阪南３１３‐１

コンビニ ローソン　堺豊田 大阪府堺市南区豊田１１８６‐１

コンビニ ローソン　堺檜尾 大阪府堺市南区檜尾３９０２‐１

コンビニ セブン-イレブン　堺赤坂台６丁 大阪府堺市南区赤坂台６丁２０－１１

コンビニ セブン-イレブン　堺光明池駅東 大阪府堺市南区鴨谷台２丁２－５

コンビニ セブン-イレブン　堺和田東 大阪府堺市南区和田東９３４－１８

コンビニ セブン-イレブン　泉北高速泉ケ丘駅 大阪府堺市南区竹城台１丁１番１号

コンビニ セブン-イレブン　堺若松台３丁 大阪府堺市南区若松台３丁３４－６

コンビニ セブン-イレブン　泉北槇塚台 大阪府堺市南区釜室１０２４－１

コンビニ セブン-イレブン　泉北高速光明池駅 大阪府堺市南区新檜尾台２丁１番１号

コンビニ セブン-イレブン　堺インター前 大阪府堺市南区太平寺６９６－４

コンビニ セブン-イレブン　堺大庭寺 大阪府堺市南区大庭寺６１５－８

コンビニ セブン-イレブン　堺若松台１丁 大阪府堺市南区若松台１－２－１

コンビニ ミニストップ 堺大庭寺店 大阪府堺市南区大庭寺866番

コンビニ ミニストップ 堺美木多上店 大阪府堺市南区美木多上1023番1

コンビニ ミニストップ 堺片蔵店 大阪府堺市南区片蔵1449番286

ドラッグストア ウエルシア　堺原山台店 大阪府堺市南区原山台５－１７－１

ドラッグストア ウエルシア　堺泉田中 大阪府堺市南区泉田中１６４番

ドラッグストア ウエルシア　堺大庭寺1号店 大阪府堺市南区大庭寺７９３－４

ドラッグストア ウエルシア　堺大庭寺２号店 大阪府堺市南区大庭寺８６９－１

ドラッグストア キリン堂　土佐屋台店 大阪府堺市南区深阪南１４４

ドラッグストア キリン堂薬局　栂・美木多店 大阪府堺市南区桃山台２－３－４ツインビル桃山

ドラッグストア ココカラファイン　ジョイパーク泉ヶ丘店 大阪府堺市南区三原台1丁1-3ジョイパーク泉ヶ丘1階

ドラッグストア ココカラファイン　原山台店 大阪府堺市南区原山台5丁9番8号ﾃﾞｰﾘｰｶﾅｰﾄ原山台店内

ドラッグストア ココカラファイン 堺大庭寺店 大阪府堺市南区小代６４７番

ドラッグストア ココカラファイン 泉ヶ丘駅店 大阪府堺市南区竹城台1丁1番1号泉ヶ丘駅

ドラッグストア わかば薬局 大阪府堺市南区鴨谷台二丁１番５号サンピア２番館２階

ドラッグストア シルク　泉ヶ丘SD店 大阪府堺市南区深阪南１４０番地

グルメ ＣＯＣＯＩＲＯ堺泉北店 大阪府堺市南区和田 ２６４－１

グルメ ガスト 泉北ニュータウン栂店 大阪府堺市南区栂３５６－１

グルメ くら寿司　泉北 大阪府堺市南区大庭寺814-1

グルメ くら寿司　無添蔵 泉北 大阪府堺市南区大庭寺814-1

グルメ ケンタッキーフライドチキン　サンピア光明池店 大阪府堺市南区鴨谷台2－2－1

グルメ スシロー　泉北2号線店 大阪府堺市南区豊田830-1

グルメ タンと焼肉　やま龍 大阪府堺市南区原山台 ２－２－１トナリエ栂・美木多３－４

グルメ バーベキューレストラン 大阪府堺市南区鉢ケ峯寺 ２４０５－１

グルメ ほっかほっか亭　　大庭寺店 大阪府堺市南区大庭寺626-2

グルメ ほっかほっか亭　光明池サンピア店 大阪府堺市南区鴨谷台2-2-1

グルメ ほっかほっか亭　泉ヶ丘店 大阪府堺市南区茶山台1-2-3

グルメ みのりの丘 大阪府堺市南区鉢ケ峯寺 ２４０５－１

グルメ 阿波水産　泉北店 大阪府堺市南区小代 ３６０－１

グルメ 鎌倉パスタ 堺泉北店 大阪府堺市南区小代365-6

グルメ 鎌倉パスタ 泉北パンジョ店 大阪府堺市南区茶山台1-3-1パンジョ本館4F

グルメ 魚民　光明池南口駅前店 大阪府堺市南区鴨谷台2-1-3

グルメ 夢庵　泉北ニュータウン店 大阪府堺市南区豊田９３５－１

グルメ 宅配ガスト　泉北ニュータウン栂店 大阪府堺市南区栂３５６－１

グルメ 宅配夢庵　泉北ニュータウン店 大阪府堺市南区豊田９３５－１

小売り ［ｎａｔｙ：ｒ］ 大阪府堺市南区深阪南 １７０藤原ビル１０１

小売り ABC-MART泉北パンジョ店 大阪府堺市南区茶山台1-3-1  3F 

小売り ＢＩＫＥ　ＳＨＯＰ　ＡＣＣＥＬ 大阪府堺市南区片蔵 ６５８－１－８

小売り ＨｏｎｄａＣａｒｓ泉州　Ｕ－Ｓｅｌｅｃｔ堺インター 大阪府堺市南区和田217-1

小売り ＨｏｎｄａＣａｒｓ泉州　泉北南店 大阪府堺市南区竹城台3-22-1

小売り ｉｗｔ 大阪府堺市南区高倉台 １－１８－１０

小売り JINS 泉北ﾊﾟﾝｼﾞｮ店 大阪府堺市南区茶山台1丁3番1号泉北パンジョ　4階



小売り ＭＡＮＪＡ 大阪府堺市南区釜室 ８８

小売り ＭＡＲＩＭＯ＊ＢＡＧＳ 大阪府堺市南区 高尾１?３５４?８

小売り ＰｈｏｔｏＣｌｕｅｔｏ 大阪府堺市南区 原山台５－３－１－７０１

小売り オートショップ　マーベラス 大阪府堺市南区 大庭寺６０８－１－３６

小売り おそうじ本舗泉北ニュータウン店 大阪府堺市南区鴨谷台 １－４４－２－１０４

小売り かきもと京茶園 大阪府堺市南区鴨谷台 ２丁２－１

小売り クローバーリーフ　泉北パンジョ店 大阪府堺市南区茶山台１－３－１パンジョ２Ｆ

小売り クロシード　泉ヶ丘店 大阪府堺市南区茶山台１－２－１泉ヶ丘ひろば専門店街　２Ｆ

小売り シルバニア森のマーケット 大阪府堺市南区鉢ヶ峯寺 ２４０５－１

小売り スーパーオートバックス　泉北原山台店 大阪府堺市南区原山台５－９－２

小売り ダラフケンネル 大阪府堺市南区 別所７５９－２

小売り つるやゴルフ　イズミゴルフ店 大阪府堺市南区美木多上１３６９－３

小売り トイザらス・ベビーザらス泉北ニュータウン店 大阪府堺市南区三原台1-1-3ＪＯＹＰＡＲＫ泉ヶ丘　３Ｆ

小売り ハーベストの丘手作り館 大阪府堺市南区鉢ケ峯寺 ２４０５－１

小売り パルネット東文堂書店 大阪府堺市南区原山台 ２－２－１トナリエ栂美木多３Ｆ

小売り バレエショップティアラ 大阪府堺市南区野々井 ６７２－５

小売り ひだまり館 大阪府堺市南区鉢ケ峯寺 ２４０５－１

小売り プードルドットミー 大阪府堺市南区 小代３６８

小売り ラビット堺泉北店 大阪府堺市南区 和田１２１－１

小売り リバティー岡本 大阪府堺市南区泉田中 ２１６０－８

小売り ルーニー茶山台店 大阪府堺市南区茶山台 ３－２６－１０

小売り 革工房スリーピングシープ 大阪府堺市南区宮山台 １－６－８

小売り 株式会社グランド 大阪府堺市南区高尾 ３－２３８

小売り 株式会社ジェイクラブ 大阪府堺市南区野々井 ２６９番地１

小売り 株式会社保健薬局 大阪府堺市南区茶山台 １丁２番３号

小売り 樽造　ぬか蔵　宝栄 大阪府堺市南区茶山台 １－２－３

小売り 洋服の青山　堺深阪店 大阪府堺市南区深阪南931番地の1

小売り ヤトゴルフ泉田中店 大阪府堺市南区泉田中 ５７５－１泉田中ゴルフセンター内

小売り ティス 大阪府堺市南区鴨谷台 ２－２－１サンピア２Ｆ

小売り マルゼン楽器店 大阪府堺市南区鴨谷台 ２－２－１サンピア２階

小売り ｊｅａｎｓ　ｓｈｏｐ　ＭｉＫｉ 大阪府堺市南区鴨谷台 ２－２－１サンピア光明池２階

小売り ペルル 大阪府堺市南区鴨谷台 ２－２－１サンピア光明池２階

小売り インテリアおしゃれ雑貨　たがわ 大阪府堺市南区鴨谷台 ２丁２番１号光明池駅前サンピア２階

小売り ふとんのかわい 大阪府堺市南区茶山台 １－２－３

小売り Ｌａｄｉｅｓ’　ＫＯＢＥＹＡ 大阪府堺市南区鴨谷台 ２－２－１サンピア２階

小売り おそうじ本舗　堺インター店 大阪府堺市南区鉢ケ峯寺 １０３－４７

美容 ＦＵＤ 大阪府堺市南区深阪南 ３３０－４２

美容 ＨＡＩＲＧＡＲＤＥＮ　ＡＩ 大阪府堺市南区 新檜尾台３丁６－１６－２Ｆ

美容 Ｏｐｏｃｈｕ　ｂｙ　ＦＵＤ 大阪府堺市南区茶山台 ３－３－２－１

美容 ＴＨＥＲＡＰＩＳ 大阪府堺市南区深阪南 １９１

美容 ウキウキ倶楽部　泉ヶ丘 大阪府堺市南区 和田東３２９番２

美容 ティラベント 大阪府堺市南区深阪南 ３４２ー１３

美容 美容室ｈａｎａ 大阪府堺市南区鴨谷台 ２丁１－３公明池アクトビル２階２０７

美容 癒しの隠れ家モネ 大阪府堺市南区 若松台１‐１‐１‐７０２

その他 ＯＲＭ 大阪府堺市南区野々井 ２５

その他 コナカオートサービス 大阪府堺市南区 大森１８９

その他 ジャンカラ　光明池駅前店 大阪府堺市南区鴨谷台2-1-3

その他 ノムラクリーニング泉ヶ丘ひろば店 大阪府堺市南区茶山台１－２－３（泉ヶ丘ひろば専門店街ビル１F）

その他 ハーベストの丘　クラフト体験 大阪府堺市南区鉢ケ峯寺 ２４０５－１

その他 ハーベストの丘　グルメ体験 大阪府堺市南区鉢ヶ峯寺 ２４０５－１

その他 ハーベストの丘　事務所 大阪府堺市南区鉢ケ峯寺 ２４０５－１

その他 ラウンドワン泉北店 大阪府堺市南区原山台1丁14番2号

その他 坂本タクシー 大阪府堺市南区 高倉台１－３－２－１３０４

その他 寺田タクシー 大阪府堺市南区赤坂台 １－３７－２

その他 中西タクシー 大阪府堺市南区 三原台３－４０－５－１０７

その他 内藤電設 大阪府堺市南区宮山台 １－６－４－１０７


