
ジャンル 店舗名 住所

コンビニ ファミリーマート　ＪＲ鳳駅前 大阪府堺市西区鳳東町１丁７番地３０

コンビニ ファミリーマート　ベルアンサンブル（サ） 大阪府堺市西区菱木１丁２３４３番１１

コンビニ ファミリーマート　京屋平岡町 大阪府堺市西区平岡町３８－１

コンビニ ファミリーマート　堺市立総合医療センター 大阪府堺市西区家原寺町一丁１番１号

コンビニ ファミリーマート　堺上 大阪府堺市西区上９７－４

コンビニ ファミリーマート　堺草部 大阪府堺市西区草部２５７－１

コンビニ ファミリーマート　堺津久野町 大阪府堺市西区津久野町１丁１１番１０

コンビニ ファミリーマート　堺浜寺船尾町 大阪府堺市西区浜寺船尾町西三丁４４番地

コンビニ ファミリーマート　堺鳳西町 大阪府堺市西区鳳西町１丁６８－１４

コンビニ ファミリーマート　堺鳳西町二丁 大阪府堺市西区鳳西町２丁７６番地３

コンビニ ファミリーマート　堺鳳東町 大阪府堺市西区鳳東町２丁１６２－１

コンビニ ファミリーマート　浜寺石津町 大阪府堺市西区浜寺石津町西３－４－１９

コンビニ ポプラ　堺鳳北町店 大阪府堺市西区鳳北町47

コンビニ ローソン　ｽﾄｱ100津久野駅前 大阪府堺市西区津久野町１‐１‐１

コンビニ ローソン　堺山田一丁 大阪府堺市西区山田１丁１７‐１

コンビニ ローソン　堺神野町 大阪府堺市西区神野町３‐６‐６

コンビニ ローソン　堺石津川駅前 大阪府堺市西区浜寺石津町中４‐１０‐２１

コンビニ ローソン　堺鶴田町 大阪府堺市西区鶴田町３０‐２７

コンビニ ローソン　堺菱木二丁 大阪府堺市西区菱木２丁２２２８‐４

コンビニ ローソン　堺浜寺元町一丁 大阪府堺市西区浜寺元町１‐１３‐１

コンビニ ローソン　堺浜寺石津中 大阪府堺市西区浜寺石津町中１‐９‐１４

コンビニ ローソン　堺浜寺石津東 大阪府堺市西区浜寺石津町東２‐７‐３２

コンビニ ローソン　堺浜寺南 大阪府堺市西区浜寺南町３‐２‐４

コンビニ ローソン　堺鳳西町 大阪府堺市西区鳳西町２丁１７‐１

コンビニ ローソン　堺鳳中町七丁 大阪府堺市西区鳳中町７丁２２５‐１

コンビニ ローソン　堺鳳南町五丁 大阪府堺市西区鳳南町５丁４８１

コンビニ ローソン　堺鳳北町 大阪府堺市西区鳳北町十丁１０６

コンビニ ローソン　堺鳳北町八丁 大阪府堺市西区鳳北町８‐４３１‐１

コンビニ ローソン　上野芝駅前 大阪府堺市西区上野芝町四丁６‐７

コンビニ ローソン　菱木三丁 大阪府堺市西区菱木３‐２４４１‐３

コンビニ ローソン　浜寺公園 大阪府堺市西区浜寺公園町２丁地内

コンビニ ローソン　浜寺石津西四丁 大阪府堺市西区浜寺石津町西４‐１８‐５

コンビニ ローソン　浜寺石津西二丁 大阪府堺市西区浜寺石津町西２‐３６１‐３

コンビニ ローソン　浜寺石津東三丁 大阪府堺市西区浜寺石津町東３丁７‐１３

コンビニ 生活彩家　クボタ臨海売店 大阪府堺市西区築港新町3-8

コンビニ セブン-イレブン　堺大鳥大社前 大阪府堺市西区鳳中町６丁２０９番１

コンビニ セブン-イレブン　堺堀上緑町 大阪府堺市西区堀上緑町１丁１－１

コンビニ セブン-イレブン　堺鳳西町１丁 大阪府堺市西区鳳西町１丁８６番１

コンビニ セブン-イレブン　堺浜寺船尾町西 大阪府堺市西区浜寺船尾町西２丁３０６番地

コンビニ セブン-イレブン　堺草部 大阪府堺市西区草部７６７－１

コンビニ セブン-イレブン　堺下田町 大阪府堺市西区下田町２５－２９

コンビニ セブン-イレブン　堺山田３丁 大阪府堺市西区山田３丁７１５－８

コンビニ セブン-イレブン　堺浜寺石津町中 大阪府堺市西区浜寺石津町中２－３８９－４

コンビニ セブン-イレブン　ハートインＪＲ鳳駅東口 大阪府堺市西区鳳東町１丁目１２５番地

コンビニ セブン-イレブン　堺浜寺諏訪森町 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町西１丁２８－１１

コンビニ セブン-イレブン　堺鳳西町２丁 大阪府堺市西区鳳西町２－１５－５

コンビニ セブン-イレブン　堺津久野駅前 大阪府堺市西区津久野町１丁１１番２５号

コンビニ セブン-イレブン　堺上野芝町３丁 大阪府堺市西区上野芝町３丁８－１

コンビニ セブン-イレブン　堺鳳中町８丁 大阪府堺市西区鳳中町８丁１

コンビニ セブン-イレブン　キヨスクＪＲ鳳駅改札口 大阪府堺市西区鳳東町１丁目１２５番地

コンビニ セブン-イレブン　キヨスクＪＲ上野芝駅改札口 大阪府堺市西区上野芝町３丁１番

コンビニ セブン-イレブン　堺鳳南町５丁 大阪府堺市西区鳳南町５丁７０４－１

コンビニ セブン-イレブン　堺平岡町 大阪府堺市西区平岡町１７－２

コンビニ セブン-イレブン　堺鳳南町３丁 大阪府堺市西区鳳南町３丁１９９－７３

コンビニ セブン-イレブン　堺上 大阪府堺市西区上１１８－６

コンビニ ミニストップ 堺津久野町店 大阪府堺市西区津久野町3丁8番22

ドラッグストア ウエルシア　堺山田店 大阪府堺市西区山田1丁目1151番地

ドラッグストア ウエルシア　堺上野芝店 大阪府堺市西区上野芝向ヶ丘町６丁６番４３号

ドラッグストア ウエルシア　堺諏訪ノ森店 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町西２丁１３５番地２

ドラッグストア ウエルシア　堺鳳中町店 大阪府堺市西区鳳中町７－３－３

ドラッグストア キリン堂　萬崎菱木店 大阪府堺市西区菱木１丁２２３３番地４

ドラッグストア ココカラファイン 上野芝楽市店 大阪府堺市西区上野芝町2-7-3西友楽市堺上野芝店

ドラッグストア ココカラファイン　鳳南店 大阪府堺市西区鳳南町1丁8-4

ドラッグストア ジャパン　堺菱木店 大阪府堺市西区菱木１丁２４６０－１

ドラッグストア ドラッグセイムス堺鳳東店 大阪府堺市西区鳳東町7-845-1

ドラッグストア コクミンドラッグ　おおとりウイングス店 大阪府堺市西区鳳東町７－７３３

グルメ Ｄｉｎｉｎｇ　ＭＡＮＡ 大阪府堺市西区北条町 １－１５－２７

グルメ うるとらや 大阪府堺市西区堀上緑町 １－３－７



グルメ ガスト 堺菱木店 大阪府堺市西区山田３丁１０６０－１

グルメ ガスト 堺浜寺店 大阪府堺市西区浜寺石津町西２丁９番４号

グルメ さぬき麵屋 鳳直売所 大阪府堺市西区鳳南町3-199-12　アリオ鳳

グルメ サンマルクカフェ　アリオ鳳店 大阪府堺市西区鳳南町3-199-12

グルメ しおじん　鳳本店 大阪府堺市西区鳳東町 ４－３１７－１階

グルメ しゃぶ葉　堺上野芝店 大阪府堺市西区上野芝町２丁７－３

グルメ スシロー　浜寺船尾店 大阪府堺市西区浜寺船尾町東3-398

グルメ すし豊 大阪府堺市西区 鳳南町２丁１０２－４

グルメ ステーキガスト　堺浜寺店 大阪府堺市西区浜寺石津町西２丁９番４号

グルメ パティスリーフォンセ 大阪府堺市西区鳳南町 １－３－３

グルメ ほっかほっか亭　　おおとり神社前店 大阪府堺市西区鴻北町2丁75-18

グルメ ほっかほっか亭　　堺山田店 大阪府堺市西区山田１丁１１５６－４

グルメ ほっかほっか亭　　上野芝駅前店 大阪府堺市西区上野芝町3-4-20

グルメ リンガーハットアリオ鳳店 大阪府堺市西区鳳南町　3-199-12

グルメ リンガーハットイトーヨーカドー津久野店 大阪府堺市西区下田町20-1

グルメ ロイヤルホスト堺石津川店 大阪府堺市西区浜寺船尾町西2-354

グルメ 活け！活け！魚～魚～鳳店 大阪府堺市西区鳳東町 ４－３１７－２階

グルメ 鎌倉パスタ アリオ鳳店 大阪府堺市西区鳳南町3-199-12アリオ鳳3階

グルメ 吉野家　第二阪和浜寺 大阪府堺市西区浜寺船尾町東１丁１１２

グルメ 吉野家　臨海石津川 大阪府堺市西区浜寺石津町西２丁３２２－１

グルメ 魚民　鳳東口駅前店 大阪府堺市西区鳳東町1-34-1

グルメ 串活料理にしむら 大阪府堺市西区 津久野町１－５－８－１０１

グルメ 鶏屋Ｗａｋａｍｅ鳳店 大阪府堺市西区鳳東町 １－５０－２

グルメ 堺浜寺食堂 大阪府堺市西区浜寺南町３－３－３

グルメ 山海料理仁志乃 大阪府堺市西区 平岡町２８２番地１

グルメ 松屋　浜寺店 大阪府堺市西区浜寺船尾町西5丁132-1

グルメ 焼肉　高麗ガーデン　浜寺店 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町西 ４－３８０－３

グルメ 石焼炒飯店　アリオ鳳店 大阪府堺市西区鳳南町3-199-12

グルメ 炭火焼鳥酒場　とりしん鳳店 大阪府堺市西区鳳東町 ４－３９９－３

グルメ 鳥匠 大阪府堺市西区 鳳西町２?６?３

グルメ 鉄板焼　けい 大阪府堺市西区 浜寺公園町２－１９２

グルメ 日本料理　大金楼 大阪府堺市西区鳳南町 ４丁３８２

グルメ 白木屋　鳳東口駅前店 大阪府堺市西区鳳東町4丁307番6

グルメ 木材工房プティカシェット 大阪府堺市西区 鳳中町２丁２３－２５

グルメ 目利きの銀次　鳳東口駅前店 大阪府堺市西区鳳東町4丁307番6

グルメ お肉屋さんのランチｍｏｇｍｏｇ 大阪府堺市西区 浜寺諏訪森町中２丁１６９－８

グルメ 7 大阪府堺市西区鳳東町 ４－３５６

グルメ 酔虎伝　石津川店 大阪府堺市西区浜寺石津町西 ３－５－２３

グルメ ダイニングおくの 大阪府堺市西区鳳東町 １丁４９

グルメ 宅配ガスト　堺菱木店 大阪府堺市西区山田３丁１０６０－１

小売り ABC－MART メガステージ アリオ鳳店 大阪府堺市西区鳳南町3丁199番地122F

小売り ＢＡＣＫＹＡＲＤ 大阪府堺市西区鳳北町 ４－２０５－２

小売り BOOKOFF PLUS　堺もず 大阪府堺市西区北条町1－23－7

小売り ＢＯＲＤＥＡＵＸ 大阪府堺市西区 浜寺石津町西４丁１５－１２

小売り DISNEY POP-UP STORE by BABYDOLL 鳳店 大阪府堺市西区鳳南町3丁199番地12アリオ鳳 3F

小売り ＨｏｎｄａＣａｒｓ大阪　Ｕ－Ｓｅｌｅｃｔ鳳 大阪府堺市西区鳳東町5-500

小売り ＨｏｎｄａＣａｒｓ大阪　堺西店 大阪府堺市西区鳳北町9-28

小売り ＨｏｎｄａＣａｒｓ南海　鳳南店 大阪府堺市西区山田1-1081-1

小売り JINS ｱﾘｵ鳳店 大阪府堺市西区鳳南町3-199-12アリオ鳳アリオモール　2F

小売り Ｋ＆Ｍ　ＣＹＣＬＥ 大阪府堺市西区 上野芝町１丁２２番２７号

小売り Ｍ２ｍｏｔｏｒ 大阪府堺市西区 平岡町１５－１坂口ガレージＲ

小売り OPTIQUE PARIS MIKI　イトーヨーカドー津久野店 大阪府堺市西区下田町２０－１イトーヨーカドー津久野店　１Ｆ

小売り ＳＵＬＫ 大阪府堺市西区太平寺 ６９５－２

小売り Ｔａｋｅ５　鳳店 大阪府堺市西区鳳南町３－１９９－１２アリオ鳳店　１Ｆ

小売り アミーゴ　鳳店 大阪府堺市西区上670-105

小売り アミーゴ鳳店 大阪府堺市西区上 ６７０－１０５

小売り イエローハット　堺浜寺店 大阪府堺市西区浜寺船尾町東４丁１番地

小売り エディオン 阪南電化諏訪ノ森店 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町中2丁218-6

小売り オートバックス　堺石津店 大阪府堺市西区浜寺船尾町西２－３５６

小売り オートフェイス 大阪府堺市西区 菱木２－２１０８－１

小売り おそうじ本舗　高石店 大阪府堺市西区鳳北町 １０丁５７－６

小売り おそうじ本舗　堺石津店 大阪府堺市西区浜寺石津町中 ３丁１５－１９さくらビル２Ｆ－Ａ

小売り カースピリッツ 大阪府堺市西区上野芝町 ２－６－２６

小売り カンプリ堺店 大阪府堺市西区津久野町 ３－３３－２３

小売り キャンドゥ　イトーヨーカドー津久野 大阪府堺市西区下田町２０－１イトーヨーカドー津久野店２階

小売り クラフトハートトーカイ ダイエーおおとり店 大阪府堺市西区鳳東町７－７３３　ダイエーおおとり店２Ｆ

小売り ゴルフ５　堺上野芝店 大阪府堺市西区北条町１丁目１番５号　　　　　

小売り サイクルショップ金太郎 大阪府堺市西区浜寺石津町中 ４丁１０－１８

小売り サイクルベースあさひ　鳳店 大阪府堺市西区上670-19



小売り パソコンレスキューサービス 大阪府堺市西区 浜寺石津町西４－１９－５

小売り ハッピーウイング 大阪府堺市西区 鳳西町３－８－１６

小売り ビューティーフォルテ 大阪府堺市西区 鳳中町２－２３－３８

小売り プラム 大阪府堺市西区鳳東町 ２丁２０４

小売り まちの自転車店［リコ］鳳店 大阪府堺市西区鳳南町 ４丁３８４

小売り マツゲン　北条店 大阪府堺市西区北条町２－２１－８

小売り マツヤデンキおおとり店 大阪府堺市西区鳳東町7-733　ダイエーおおとり店　２Ｆ

小売り マルシン電器　オオトリ店 大阪府堺市西区 鳳西町１－７０－１３

小売り ライフクリーナー　福泉店 大阪府堺市西区上 ４４４－１

小売り リード鍼灸整骨院堺上野芝院 大阪府堺市西区北条町 １－１５－１５プリオール寺田１０３

小売り 株式会社ｓｆＤジャパン 大阪府堺市西区上野芝向ケ丘町 ３－９－４３

小売り 株式会社オプティミスト 大阪府堺市西区山田 ４－１３５１－１

小売り 菊ちゃんの健康相談室 大阪府堺市西区上野芝向ケ丘町 ２－１１－１２

小売り 村瀬酒店 大阪府堺市西区浜寺石津町東 ４丁３番４号

小売り 大衆演劇ショップ・フォルテ 大阪府堺市西区 鳳中町２－２３－３８

小売り 中尾食品工業株式会社 大阪府堺市西区草部 ７１５

小売り 買取りまっくす　堺南店 大阪府堺市西区山田 ４丁２０６１

小売り 鳳ヒヤリングセンター 大阪府堺市西区 鳳中町３－６２－３０

小売り サイクルパークトミー 大阪府堺市西区 浜寺石津町西４－１－１８

小売り 三吉屋 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町中 ２－１６９－７

小売り グリーンハウスいずみ津久野店 大阪府堺市西区津久野町 １－１－１

小売り Ｊ・ヨーク 大阪府堺市西区鳳東町 ２丁２１２番地

小売り Ｕｌａ－Ｂａｙ 大阪府堺市西区 鳳東町２－２０９

小売り ＯｐｅｎＣｒｅａｔｉｏｎＬａｂ 大阪府堺市西区北条町 １－２８－１１

小売り ＭＯＭＯＮＯ　ＢＡＬＬＯＯＮ 大阪府堺市西区鳳東町 ２－１９８

小売り サラダ館鳳本通り店 大阪府堺市西区鳳東町 ３丁２３９

小売り あづま茶園 大阪府堺市西区鳳東町 ７丁７３３番地おおとりウィングス１階

小売り 仏蘭西菓子アンフィニー 大阪府堺市西区上野芝向ケ丘町 ２丁１１－１４

小売り ライトオン アリオ鳳店 大阪府 堺市 西区 鳳南町3-199-12 アリオ鳳アリオモール 2F

小売り ライトオン ベスピア堺インター店 大阪府 堺市 西区 太平寺711-1 ベスピア堺インター 2F

美容 ＡＢＣ整骨院 大阪府堺市西区上野芝町 ７－１６－１２

美容 ａｒｂｏｓ 大阪府堺市西区鳳南町 ３－２１２－３

美容 Ｂｅａｕｔｙ　ａｃｔ 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町西 ２丁１６７?７アルス諏訪森１Ｃ

美容 Ｃｈｉｍｎｅｙ　Ｓｗｅｅｐｅｒ 大阪府堺市西区 鳳東町４－３１７

美容 Ｄｒ’ｓサポート　ＣＨＡＲＭＥ 大阪府堺市西区 浜寺石津町西３－４－２３－３０１（Ａ）

美容 Ｄｒ’ｓサポートＣＨＡＲＭＥ 大阪府堺市西区 浜寺石津町西３－４－２３

美容 ｅｑｕｉｐ 大阪府堺市西区鳳中町 ４－９３メゾン鳳２１・１Ｆ

美容 ＨＡＩＲ　ｇｒｅｅＴ 大阪府堺市西区上野芝町 ２－３－１１

美容 ｈａｉｒ　Ｐｌａｃｅ 大阪府堺市西区上野芝町 ３ー３ー２２・マジマビル１Ｆ

美容 Ｌａｇｏｏｎ 大阪府堺市西区 津久野町１－９－２１－１０６

美容 Ｌａｇｏｏｎ　Ｅｙｅｌａｓｈ 大阪府堺市西区津久野町 １－９－２１－２０７

美容 ＬＩＴＴＬＥＢＲＩＯ 大阪府堺市西区鳳東町 ４－３６５－１鳳商店街内ＬＩＴＴＬＥＢＲＩＯ

美容 ｍａｔｉｚ 大阪府堺市西区上野芝町 ４－６－１２

美容 ＭＯＬＬＡ　ＳＡＬＯＮ　鳳店 大阪府堺市西区鳳南町 ５丁５１２

美容 ｎｉｉ． 大阪府堺市西区鳳中町 ３－６１－１３三久ビル２Ｆ

美容 ＳＬＯＷＢＡＳＥ　Ｈ 大阪府堺市西区鳳東町 ２－１６９－４安川歯科ビル１Ｆ

美容 ｓｕｍｉｒｅ 大阪府堺市西区北条町 １－１５－１５プリオール寺田１０２

美容 エンジェル 大阪府堺市西区 浜寺昭和町１－９６－２

美容 ビューティーフォルテ 大阪府堺市西区 鳳中町２－２３－３８

美容 ミニョン　おおとり店 大阪府堺市西区鳳東町 ７－７４５鳳グリーンパレスＢ号室

美容 やまもと鍼灸接骨院　おおとり院 大阪府堺市西区鳳東町 ２丁１７８－６１

美容 ヘアーサロンウイッシュ 大阪府堺市西区鳳東町 ２丁２０９

美容 てぃだ整体整骨院 大阪府堺市西区浜寺諏訪森東 ２－１０９－Ａ

美容 テラス鍼灸整骨院　鳳店 大阪府堺市西区鳳東町 ４－３５９

その他 （有）グッドスピード 大阪府堺市西区 鳳西町３－９－１

その他 １００円レンタカー浜寺南店 大阪府堺市西区浜寺南町 ３－５－５

その他 ＣＡＲ　ＲＥＰＡＩＲ　Ｋ．Ｔ 大阪府堺市西区 鳳北町８－３３

その他 オザキオート 大阪府堺市西区浜寺南町 ３－５－５

その他 ココデリフォーム堺西店 大阪府堺市西区鳳北町 ７－１３８

その他 ジャンカラ　JR鳳駅前店 大阪府堺市西区鳳東町1丁4番地31

その他 ノムラクリーニング上野芝店 大阪府堺市西区上野芝町３丁４－１５

その他 ビッグエコー　鳳２６店 大阪府堺市西区鳳西町2-1-15

その他 りらくる　鳳店 堺市西区鳳中町9丁1-16

その他 株式会社エコスタイルホーム 大阪府堺市西区 浜寺船尾町東４丁４

その他 株式会社井上自動車 大阪府堺市西区草部 １３６２－３

その他 岸交 大阪府堺市西区鳳北町 ９丁４１番地

その他 鍵の秋月 大阪府堺市西区 山田２丁１８９－１２

その他 日本デントショップネットワーク 大阪府堺市西区草部 ７５０－６

その他 田端屋 大阪府堺市西区草部 ６９２番地


