
ジャンル 店舗名 住所

コンビニ デイリーヤマザキ　堺深井沢町 大阪府堺市中区深井沢町3270

コンビニ デイリーヤマザキ　堺陶器北 大阪府堺市中区陶器北58-1

コンビニ デイリーヤマザキ　深井駅前 大阪府堺市中区深井沢町3292

コンビニ ファミリーマート　ベルランド総合病院 大阪府堺市中区東山５００－３

コンビニ ファミリーマート　京屋東山 大阪府堺市中区東山５６５－１

コンビニ ファミリーマート　堺深井沢町 大阪府堺市中区深井沢町２７７番地２

コンビニ ファミリーマート　堺深井中町 大阪府堺市中区深井中町１９７３－１

コンビニ ファミリーマート　堺深井畑山町 大阪府堺市中区深井畑山町２４７－１

コンビニ ファミリーマート　堺大野芝町 大阪府堺市中区大野芝町１８３－１

コンビニ ファミリーマート　堺土師 大阪府堺市中区土師町２丁３４－６２

コンビニ ファミリーマート　堺伏尾 大阪府堺市中区伏尾１３４－１

コンビニ ファミリーマート　堺平井 大阪府堺市中区平井１３７－１

コンビニ ファミリーマート　堺堀上町 大阪府堺市中区八田北町４８１－１

コンビニ ファミリーマート　泉北深井駅前 大阪府堺市中区深井沢町３２８３番地

コンビニ ファミリーマート　泉北田園大橋 大阪府堺市中区深阪１５２７－１

コンビニ ローソン　Ｓ大野芝北 大阪府堺市中区大野芝町５９６‐５

コンビニ ローソン　ｽﾄｱ100深井駅西口 大阪府堺市中区深井沢町３２６２

コンビニ ローソン　堺宮山台 大阪府堺市中区深阪２‐１０‐３９

コンビニ ローソン　堺小阪 大阪府堺市中区小阪西町１‐２２

コンビニ ローソン　堺深井 大阪府堺市中区深井北町３１５９

コンビニ ローソン　堺深井清水町 大阪府堺市中区深井清水町３７９２

コンビニ ローソン　堺深井北町 大阪府堺市中区深井北町６２９‐１

コンビニ ローソン　堺大野芝 大阪府堺市中区大野芝町２３６‐１

コンビニ ローソン　堺土塔南 大阪府堺市中区土塔町３３４３

コンビニ ローソン　堺土塔北 大阪府堺市中区土塔町２０４４‐１６

コンビニ ローソン　堺東山 大阪府堺市中区東山５０５‐５

コンビニ ローソン　堺八田西町 大阪府堺市中区八田西町２‐１７‐４７

コンビニ ローソン　堺堀上町 大阪府堺市中区堀上町３４‐１

コンビニ ローソン　堀上町東 大阪府堺市中区堀上町１０２７‐１

コンビニ セブン-イレブン　堺東山 大阪府堺市中区平井１９６－３

コンビニ セブン-イレブン　堺八田西町 大阪府堺市中区八田西町２－４－１

コンビニ セブン-イレブン　堺深井沢町 大阪府堺市中区深井沢町３３９６－１

コンビニ セブン-イレブン　堺深阪 大阪府堺市中区深阪５丁１番５０号

コンビニ セブン-イレブン　堺土塔町 大阪府堺市中区土塔町６０－２

コンビニ セブン-イレブン　堺八田北町 大阪府堺市中区小阪７６－６

コンビニ セブン-イレブン　堺深井清水町 大阪府堺市中区深井清水町３５３９番

コンビニ セブン-イレブン　堺辻之 大阪府堺市中区辻之２３５番３

コンビニ セブン-イレブン　堺深井中町 大阪府堺市中区深井中町６１７－２

コンビニ セブン-イレブン　堺楢葉 大阪府堺市中区楢葉１４８－１

コンビニ セブン-イレブン　堺深井東町 大阪府堺市中区深井東町３６１－２

コンビニ セブン-イレブン　堺土師町１丁 大阪府堺市中区土師町１丁１１－２６号

コンビニ セブン-イレブン　堺深井水池町 大阪府堺市中区深井水池町３０１０番

コンビニ セブン-イレブン　堺小阪西 大阪府堺市中区小阪６５１番２

コンビニ ミニストップ 堺福田店 大阪府堺市中区福田866番地の1

ドラッグストア ウエルシア　堺深井水池店 大阪府堺市中区深井水池町３０９３

ドラッグストア ウエルシア　堺深井清水店 大阪府堺市中区深井清水町２１１４－２

ドラッグストア ウエルシア　堺深井中町店 大阪府堺市中区深井中町１９７１番地１

ドラッグストア ウエルシア　堺深井東店 大阪府堺市中区深井東町３０１３番地

ドラッグストア ウエルシア　深井駅前 大阪府堺市中区深井沢町３２９２番地ＥＳＴ・昌栄１０２号室

ドラッグストア キリン堂　堺堀上店 大阪府堺市中区堀上町１２１－１

ドラッグストア キリン堂薬局　堺東山店 大阪府堺市中区東山５８０－２

ドラッグストア ジャパン　堺深井店 大阪府堺市中区深井沢町３４０５

ドラッグストア スギドラッグ 堺福田店 大阪府堺市中区陶器北1697番地1

ドラッグストア スギ薬局　堺深井店 大阪府堺市中区八田北町４７５番地

ドラッグストア スギ薬局　堺大野芝店 大阪府堺市中区大野芝町23番地1

ドラッグストア スギ薬局　堺福田店 大阪府堺市中区福田８６７番地

ドラッグストア スギ薬局　深井中町店 大阪府堺市中区深井中町1216番地7

ドラッグストア ココカラファインプラスイズミヤ泉北店 大阪府堺市中区小阪２７０番地イズミヤ泉北店地下１階

ドラッグストア コクミンドラッグ　深阪店 大阪府堺市中区深阪２３６６番地

グルメ ガスト 東百舌鳥店 大阪府堺市中区新家町５８９－３

グルメ くら寿司　平井 大阪府堺市中区平井42-3

グルメ スナック　シェル 大阪府堺市中区 深井清水町４０１７番地



グルメ ほっかほっか亭　　堺水池店 大阪府堺市中区深井水池町３０９４

グルメ ほっかほっか亭　　堺毛穴町店 大阪府堺市中区毛穴町１５１－２

グルメ ほっかほっか亭　　泉北深阪店 大阪府堺市中区深阪６丁１－４０

グルメ ほっかほっか亭　　八田西店 大阪府堺市中区八田西町２－４－１１

グルメ ほっかほっか亭　深井店 大阪府堺市中区深井東町3015　サンシャイン深井1F

グルメ 吉野家　泉北２号線堺ＩＣ 大阪府堺市中区平井７７５－１

グルメ 居酒屋　鷹 大阪府堺市中区深井沢町 ３１５０

グルメ 魚民　深井駅前店 大阪府堺市中区深井沢町3290

グルメ 高麗ガーデン福田本店 大阪府堺市中区福田 １３９５－１

グルメ 堺新家町食堂 大阪府堺市中区新家町５６７－４

グルメ 堺泉北2号線食堂 大阪府堺市中区毛穴町１５９－１

グルメ 初音鮨 大阪府堺市中区 深井東町３１４０メゾン・ド・シャンノール１０２号

グルメ 遊食家 大阪府堺市中区深井沢町 ３１３６シャルムメゾン高橋１階

グルメ 和心イタリアン　Ｈｉｔｏｔｓｕ 大阪府堺市中区深井沢町 ３２９９

グルメ 焼肉由兵衛 大阪府堺市中区八田北町 ５００－１

グルメ フリーダム・ロード　自遊道 大阪府堺市中区新家町 ５４１－１５

グルメ 海ごこち　深井店 大阪府堺市中区深井沢町 ３４０７

グルメ にまるの弁当 大阪府堺市中区八田北町 ５００－６

グルメ 福美鮨 大阪府堺市中区小阪 ７６－２７

グルメ 宅配ガスト　東百舌鳥店 大阪府堺市中区新家町５８９－３

小売り （株）森内食料 大阪府堺市中区 堀上町４０８－２

小売り BOOKOFF　堺インター店 大阪府堺市中区八田西町2-21-35

小売り Ｆｒｅｅ　Ｌｅａｆ 大阪府堺市中区東山 ７７１ー７吉村第三ビル１階

小売り ＨｏｎｄａＣａｒｓ泉州　泉北堺店 大阪府堺市中区毛穴町122-1

小売り ＨｏｎｄａＣａｒｓ大阪　深井店 大阪府堺市中区深井北町3400

小売り Ｋ’ｓＣｌｅａｎＳｅｒｖｉｃｅ 大阪府堺市中区土塔町 ３１６３ファイネスト１０３

小売り Ｍ２　ＣＯＭＰＡＮＹ 大阪府堺市中区土師町 ２－２８－２４

小売り ＭＡＲＶＹＳ　ＫＥＮＮＥＬ 大阪府堺市中区 八田西町３－１１－３９

小売り ＲＡＳＰＩＮＩ 大阪府堺市中区 深井沢町３１２６　グランドール深井

小売り イエローハット　泉北環状店 大阪府堺市中区深阪５丁１７番地２１号

小売り おそうじメモリー 大阪府堺市中区平井 ５３３?５

小売り カーショップ　ミリオン 大阪府堺市中区毛穴町 １１２－１

小売り ケムズインプルーブメントサロン 大阪府堺市中区 深井水池町３０５２

小売り サイクルヒーロー　堺本店 大阪府堺市中区新家町 ６０９－４

小売り サイクルベースあさひ　深井店 大阪府堺市中区八田北町461-4

小売り なごみ呉服店 大阪府堺市中区 東山１１０５

小売り ハッピー薬店 大阪府堺市中区深井沢町 ３４０９－１

小売り ピザポケット堺福田店 大阪府堺市中区福田 ５８１－２ヴィラロゼオ１０１

小売り べにや 大阪府堺市中区 土師町３－７－３

小売り ほくなん商会 大阪府堺市中区 八田北町３３９

小売り まめの木 大阪府堺市中区毛穴町 ６４－４

小売り メガネの三城　泉北宮山台店 大阪府堺市中区深阪６丁２１番３８号

小売り メガネの三城　泉北深井店 大阪府堺市中区深井清水町３７３３番地

小売り メガネの三城　北野田店 大阪府堺市中区福田１０８９－１

小売り ヤトゴルフ泉北店 大阪府堺市中区東山 ９５２

小売り ルーニーグランプリ店 大阪府堺市中区平井 ８２６－２

小売り ルーニー深井店 大阪府堺市中区深井清水町 ３７７２

小売り 愛生クリーンサービス 大阪府堺市中区福田 １５０－１

小売り 東京靴流通センタ－　堺深阪店 大阪府堺市中区深阪２丁目１６番４８号

小売り 東京靴流通センタ－　堺福田店 大阪府堺市中区福田８４２－１

小売り 美しいきもの　そのだ 大阪府堺市中区 深井北町３４５５

小売り 堀江タイヤ商会 大阪府堺市中区深井東町 ３１６２

小売り 有限会社わいわいカンパニー 大阪府堺市中区 東八田２２３－１

小売り ＣＬＯＶＥＲｓｕｒｆ 大阪府堺市中区深井沢町 ３２６１ハイツ深井１Ｆ

小売り ペットサロンおかたに 大阪府堺市中区新家町 ７５４－２１

小売り 総合金物センター　陽光 大阪府堺市中区堀上町 １００２

小売り オオサカユニフォーム 大阪府堺市中区宮園町 ２－１２

小売り はるやま 堺深阪店 大阪府堺市中区深阪2-11-43 

小売り はるやま 堺福田店 大阪府堺市中区福田845-2

美容 ａｉｌｅ　ｆｅｒｍｅ 大阪府堺市中区福田 １０５４－１

美容 ＢａｒｂｅｒＳａｌｏｎ　Ｋａｍ 大阪府堺市中区 福田５４９－５

美容 ＧｏｒｏＧｏｒｏ 大阪府堺市中区深井清水町 ３６０１・横田コーポ２・１０２

美容 Ｈａｉｒ｀ｓ　Ｌｉｔｔｌｅ 大阪府堺市中区新家町 ６９０番地山崎ビル



美容 ｍｏｃｃａ　ｂａｒｂｅｒ 大阪府堺市中区深井沢町 ２７１２－４

美容 ＮｅａｒＮａｉｌ深井 大阪府堺市中区 深井水池町３１９４ロイヤルハイツ深井１０３

美容 ＲＡＧ　ｈａｉｒ＆ｎａｉｌ 大阪府堺市中区深井水池町 ３１６９ハイツ水池１０２

美容 Ｔｉｆｆａｎｙ 大阪府堺市中区 深井沢町３１２５アートビル３０３

美容 アイラッシュサロンブルズアイ 大阪府堺市中区深井沢町 ３２７７－４階

美容 アイラッシュサロンレミ 大阪府堺市中区深井沢町 ３３３２グランプリビル３０２

美容 ウキウキ倶楽部　深井 大阪府堺市中区 深井沢町３４０１

美容 ワタナベラボ 大阪府堺市中区 土塔町７０?１１

美容 Ｒｉｒｕ＿Ｍ　深井店 大阪府堺市中区深井沢町 ３１４３アミューレット深井１階

美容 ｉｔ．ｈａｉｒ．ｗｏｒｋｓ 大阪府堺市中区八田北町 ４８７

その他 ＢＢＴ　ＴＡＸＩ 大阪府堺市中区 平井５１２－１０

その他 ＢＯＤＹ　ＳＨＯＰ　ＭＡＥＤＡ 大阪府堺市中区毛穴町 ３９－１－１０１

その他 ＣＢＲ　ＯＮＥ 大阪府堺市中区 深井清水町３７７４番地

その他 ＣＲＯＳＳＲＯＡＤ 大阪府堺市中区深井清水町 ３９２０

その他 ｅｓＴＭ 大阪府堺市中区深井沢町 ３２２９－２

その他 エンドゥドゥサービス深井駅前店 大阪府堺市中区深井沢町 ３２６２ハイツ深井１０１

その他 おもいでフォトハウス 大阪府堺市中区深井沢町 ３３９１－２・カサ・デ・ソル５０３号

その他 ジャンカラ　深井駅前店 大阪府堺市中区深井沢町3234番地

その他 ノムラクリーニング新家店 大阪府堺市中区新家町５０９－１コノミヤなかもず店内

その他 りらくる　深井店 堺市中区堀上町45-1

その他 株式会社ＳＹＡＫＳ 大阪府堺市中区大野芝町 ２２９－１

その他 久保田タクシー 大阪府堺市中区新家町 ２７２－１２

その他 荒木自動車 大阪府堺市中区福田 ６９１－１

その他 車のお手入れ専門店ＤａＣａｐｏ 大阪府堺市中区 平井７０７ー１ー２

その他 八田シャッターサービス 大阪府堺市中区 八田北町６８９－５

その他 クイーン運転代行 大阪府堺市中区 東山５９５－４５

その他 レンタルスペース泉北 大阪府堺市中区深阪 １－１３－６３


