
ジャンル 店舗名 住所

コンビニ デイリーヤマザキ　堺市役所 大阪府堺市堺区南瓦町3-1

コンビニ デイリーヤマザキ　浅香山駅前 大阪府堺市堺区香ヶ丘町1-3-18

コンビニ ファミリーマート　ＭＹＳ堺神石市之町 大阪府堺市堺区神石市之町１４－４０

コンビニ ファミリーマート　フェニックス通り 大阪府堺市堺区住吉橋町１丁１番１９号

コンビニ ファミリーマート　京屋御陵通 大阪府堺市堺区一条通２－６

コンビニ ファミリーマート　京屋三国ヶ丘駅前 大阪府堺市堺区向陵中町２丁５－１４

コンビニ ファミリーマート　京屋宿院 大阪府堺市堺区宿院町東３－１－１

コンビニ ファミリーマート　京屋匠町 大阪府堺市堺区匠町１番

コンビニ ファミリーマート　京屋匠町本社  大阪府堺市堺区匠町１番地

コンビニ ファミリーマート　京屋西湊 大阪府堺市堺区西湊町６－３－１１

コンビニ ファミリーマート　堺一条通 大阪府堺市堺区一条通５－２６

コンビニ ファミリーマート　堺駅南口 大阪府堺市堺区栄橋町一丁目８－３

コンビニ ファミリーマート　堺榎元町 大阪府堺市堺区榎元町５丁６－１１

コンビニ ファミリーマート　堺海山町 大阪府堺市堺区海山町三丁１５４－２

コンビニ ファミリーマート　堺錦綾町 大阪府堺市堺区錦綾町２－３－１６

コンビニ ファミリーマート　堺錦之町 大阪府堺市堺区錦之町西３丁２番２４号

コンビニ ファミリーマート　堺櫛屋町東二丁 大阪府堺市堺区櫛屋町東２－２－１６

コンビニ ファミリーマート　堺砂道町 大阪府堺市堺区砂道町１丁１５－１８

コンビニ ファミリーマート　堺材木町西 大阪府堺市堺区材木町西３丁１番２４号

コンビニ ファミリーマート　堺三宝町六丁 大阪府堺市堺区三宝町六丁３０５－１

コンビニ ファミリーマート　堺山本町 大阪府堺市堺区山本町２丁５９番地

コンビニ ファミリーマート　堺市之町東 大阪府堺市堺区市之町東六丁１番２１号

コンビニ ファミリーマート　堺市役所前 大阪府堺市堺区中瓦町１丁４－１８

コンビニ ファミリーマート　堺七道東町 大阪府堺市堺区七道東町１９２－２

コンビニ ファミリーマート　堺出島海岸通 大阪府堺市堺区出島海岸通１丁１２番１３号

コンビニ ファミリーマート　堺中之町東 大阪府堺市堺区中之町東１丁１番２１号

コンビニ ファミリーマート　堺南清水町 大阪府堺市堺区南清水町２丁３－１

コンビニ ファミリーマート　堺緑ケ丘中町 大阪府堺市堺区緑ケ丘中町１－１－２９

コンビニ ファミリーマート　堺緑町 大阪府堺市堺区緑町１－１－１

コンビニ ファミリーマート　松屋大和川通 大阪府堺市堺区松屋大和川通二丁３４番地４

コンビニ ファミリーマート　南海堺駅前 大阪府堺市堺区戎島町二丁７０番１

コンビニ ファミリーマート　南海湊駅前 大阪府堺市堺区出島町二丁４番９号

コンビニ ポプラ　堺翁橋町店 大阪府堺市堺区翁橋町１丁７番１号

コンビニ ミニストップ　イオンモール堺鉄砲町店 大阪府堺市堺区鉄砲町１

コンビニ ローソン　ＪＲ堺市駅前 大阪府堺市堺区東雲西町一丁５９‐１

コンビニ ローソン　Ｓ清恵会病院 大阪府堺市堺区南安井町１‐１‐１

コンビニ ローソン　Ｓ浅香山病院メディカルタワー 大阪府堺市堺区今池町３‐３‐１６

コンビニ ローソン　ｽﾄｱ100堺宿院 大阪府堺市堺区宿院町東１‐１‐１

コンビニ ローソン　ｽﾄｱ100堺北三国ヶ丘 大阪府堺市堺区北三国ケ丘町５‐４‐１５

コンビニ ローソン　堺旭ヶ丘南町 大阪府堺市堺区旭ケ丘南町１‐１３

コンビニ ローソン　堺一条通北 大阪府堺市堺区一条通２０‐５

コンビニ ローソン　堺熊野町東 大阪府堺市堺区熊野町東３丁１‐１

コンビニ ローソン　堺向陵 大阪府堺市堺区向陵東町２丁１１‐８

コンビニ ローソン　堺今池町 大阪府堺市堺区今池町６丁５‐２８

コンビニ ローソン　堺三宝四丁 大阪府堺市堺区三宝町４丁２７０‐５

コンビニ ローソン　堺山本町 大阪府堺市堺区山本町３‐８３‐１

コンビニ ローソン　堺出島 大阪府堺市堺区出島海岸通三丁５‐２０

コンビニ ローソン　堺出島浜通 大阪府堺市堺区出島浜通４‐１

コンビニ ローソン　堺少林寺町西 大阪府堺市堺区少林寺町西３‐１‐１

コンビニ ローソン　堺昭和通四丁 大阪府堺市堺区昭和通４丁６１‐１

コンビニ ローソン　堺石津町三丁 大阪府堺市堺区石津町３‐７‐２６

コンビニ ローソン　堺大仙西町 大阪府堺市堺区大仙西町６丁１８４‐１

コンビニ ローソン　堺大浜 大阪府堺市堺区大浜北町三丁３‐１６

コンビニ ローソン　堺中瓦町二丁 大阪府堺市堺区中瓦町２‐３‐２９

コンビニ ローソン　堺鉄砲町 大阪府堺市堺区鉄砲町１‐７

コンビニ ローソン　堺鉄砲町西 大阪府堺市堺区鉄砲町３２‐２

コンビニ ローソン　堺東駅前 大阪府堺市堺区北瓦町２‐４‐１２

コンビニ ローソン　堺南向陽二丁 大阪府堺市堺区南向陽町二丁３‐１０

コンビニ ローソン　堺南庄町 大阪府堺市堺区南庄町２‐２‐５

コンビニ ローソン　堺北安井町 大阪府堺市堺区北安井町２‐１２

コンビニ ローソン　堺北瓦町一丁 大阪府堺市堺区北瓦町１‐５‐１４

コンビニ ローソン　堺柳之町 大阪府堺市堺区柳之町西一丁１‐３０

コンビニ ローソン　三国ヶ丘駅前 大阪府堺市堺区向陵中町４‐５‐３３

コンビニ ローソン　七道駅前 大阪府堺市堺区三宝町１‐２１‐２

コンビニ ローソン　浅香山病院 大阪府堺市堺区今池町３丁３‐１６

コンビニ ローソン　方違神社前 大阪府堺市堺区南田出井町４‐１‐３１

コンビニ セブン-イレブン　堺宿院 大阪府堺市堺区大町東２丁１番１号

コンビニ セブン-イレブン　堺宿院 大阪府堺市堺区大町東２丁１番２号

コンビニ セブン-イレブン　堺大町西３丁 大阪府堺市堺区大町西３丁１－２２

コンビニ セブン-イレブン　堺浅香山町３丁 大阪府堺市堺区浅香山町３丁４－３

コンビニ セブン-イレブン　堺柳之町東１丁 大阪府堺市堺区柳之町東１丁１番１

コンビニ セブン-イレブン　堺海山町 大阪府堺市堺区海山町５丁２０８番地

コンビニ セブン-イレブン　堺東駅前 大阪府堺市堺区三国ヶ丘御幸通１８－１

コンビニ セブン-イレブン　堺北瓦町１丁 大阪府堺市堺区北瓦町１丁５－２８



コンビニ セブン-イレブン　堺熊野町東４丁 大阪府堺市堺区熊野町東４丁１－２２

コンビニ セブン-イレブン　堺旭ヶ丘北町１丁 大阪府堺市堺区旭ヶ丘北町１丁６－２６

コンビニ セブン-イレブン　堺大浜中町３丁 大阪府堺市堺区大浜中町３丁１－１

コンビニ セブン-イレブン　堺山本町５丁 大阪府堺市堺区山本町５丁９４－２

コンビニ セブン-イレブン　堺三国ヶ丘駅東 大阪府堺市堺区向陵中町４－２－３３

コンビニ セブン-イレブン　堺松屋大和川通 大阪府堺市堺区松屋大和川通１－９－１

コンビニ セブン-イレブン　堺向陵中町５丁 大阪府堺市堺区向陵中町５丁４－１１

コンビニ セブン-イレブン　堺けやき通り 大阪府堺市堺区榎元町５丁９－１８

コンビニ セブン-イレブン　ＪＲ堺市駅前 大阪府堺市堺区北三国ヶ丘町８丁７番１５号

コンビニ セブン-イレブン　堺浜シーサイド 大阪府堺市堺区築港八幡町１－１１２

コンビニ セブン-イレブン　キヨスクＪＲ堺市駅改札口 大阪府堺市堺区東雲西町１丁１番

コンビニ セブン-イレブン　堺大浜南町２丁 大阪府堺市堺区大浜南町２丁７－９

コンビニ セブン-イレブン　堺今池町５丁 大阪府堺市堺区今池町５丁３－１６

コンビニ セブン-イレブン　堺出島町５丁 大阪府堺市堺区出島町５丁４番７号

コンビニ セブン-イレブン　堺向陵東町２丁 大阪府堺市堺区向陵東町２丁６番３号

コンビニ セブン-イレブン　堺出島町３丁 大阪府堺市堺区出島町３丁８－１９

コンビニ 生活彩家　クボタ堺売店 大阪府堺市堺区石津北町64

ドラッグストア ウエルシア　堺砂道店 大阪府堺市堺区砂道町２丁１番９号

ドラッグストア ココカラファイン イオンモール堺鉄砲町店 大阪府堺市堺区鉄砲町1番地イオンモール堺鉄砲町2階

ドラッグストア ココカラファイン 堺駅前店 大阪府堺市堺区戎島町2-63-1

ドラッグストア ココカラファイン 三国ヶ丘店 大阪府堺市堺区向陵西町1丁2-1

ドラッグストア ココカラファイン 南海堺店 大阪府堺市堺区戎島町3-22-1プラットプラット1階

ドラッグストア サーバ　堺旭ヶ丘北店 大阪府堺市堺区旭ヶ丘北町１丁１－２２

ドラッグストア ジャパン　堺浜寺店 大阪府堺市堺区神石市之町９－２９

ドラッグストア スギ薬局　堺東雲店 大阪府堺市堺区東雲西町三丁６番２５号

ドラッグストア ダイコクドラッグ　堺東駅前店 大阪府堺市堺区中瓦町１－４－２１　第一住建堺東ビル

ドラッグストア ドラッグセイムス　堺東湊店 大阪府堺市堺区楠町1丁1-1　東湊滝野ビル1Ｆ

ドラッグストア ドラッグセイムス堺綾之町店 大阪府堺市堺区綾之町西1丁1番20号

ドラッグストア ドラッグセイムス堺大小路店 大阪府堺市堺区之町東1丁目1-3

ドラッグストア ココカラファインプラスイズミヤ阪和堺店 大阪府堺市堺区田出井町１番１－１００　ベルマージュ堺２階

ドラッグストア スギ薬局　堺旭ヶ丘店 大阪府堺市堺区旭ケ丘中町1丁1番21号

ドラッグストア ダイコクドラッグ堺東駅前店 大阪府堺市堺区中瓦町１－４－２１　第一住建堺東ビル

グルメ ｂａｒ　ＣＬＡＳＳＩＣＡＬ 大阪府堺市堺区栄橋町 １－４－８

グルメ Ｂａｒ　ＰＲＯＳＴ 大阪府堺市堺区中瓦町 １－３－２３スイスレジャービル４Ｆ．Ｂ

グルメ ＢＩＳＴＲＯＶＥＺＯ 大阪府堺市堺区北瓦町 ２－３－５田中ビル２階

グルメ ＣＯＭＳ 大阪府堺市堺区北瓦町 ２－２－９南栄ビル２階

グルメ ｋａ－ｋａ 大阪府堺市堺区南花田口町 １－１－９シティーコート堺東１～２Ｆ

グルメ ＭａｉｎＭａｉｎ 大阪府堺市堺区 大町西２－１－１４　１Ｆ　マインマイン

グルメ Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔｆｉ－ｎｅ 大阪府堺市堺区向陵中町 ５－３－１９ラポール向陵１Ｆ

グルメ Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｌｉｅｎ　～ 大阪府堺市堺区新町 ５－１６・堺東アサヒビル２Ｆ

グルメ Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｌｉｅｎ　～絆～ 大阪府堺市堺区新町５－１６堺東アサヒビル２Ｆ

グルメ ＳＰＡＲＫＬＥ 大阪府堺市堺区 中瓦町１－３－２３

グルメ アイローズ 大阪府堺市堺区市之町東 ５－２－１２泉マンション１階

グルメ アルヘイム　堺東店 大阪府堺市堺区三国が丘御幸通り61

グルメ ウイングチップ 大阪府堺市堺区 大仙中町８－２

グルメ えこひいき三国ヶ丘北口店 大阪府堺市堺区向陵中町4432チボリビル2F

グルメ ガスト 堺緑ヶ丘中町店 大阪府堺市堺区緑ヶ丘中町１丁１番３３号

グルメ かっぱ寿司　堺向陵店 大阪府堺市堺区向陵東町1-1-25

グルメ から好し　堺鉄砲町店 大阪府堺市堺区鉄砲町３７－２

グルメ くら寿司　石津 大阪府堺市堺区石津北町94番2

グルメ ケンタッキーフライドチキン　イオンモール堺鉄砲町店 大阪府堺市堺区鉄砲町1番地イオンモール堺鉄砲町SC　3Fフードコート内

グルメ ケンタッキーフライドチキン　プラットプラット堺駅前店 大阪府堺市堺区戎島3丁22－1

グルメ サンマルクカフェ　イオンモール堺鉄砲町店 大阪府堺市堺区鉄砲町1番地

グルメ しおじん堺東店 大阪府堺市堺区中瓦町 ２－１－８－Ｂ１Ｆ

グルメ スイス　本店 大阪府堺市堺区中瓦町 ２－２－１５

グルメ スイス　本店 大阪府堺市堺区中瓦町２－２－１５

グルメ スシロー　堺三宝店 大阪府堺市堺区三宝町3-173-4

グルメ スナック　小梅 大阪府堺市堺区戎之町東 ２丁１－２ハーモニービル３階

グルメ にぎりの徳兵衛イオンモール堺鉄砲町店 大阪府堺市堺区鉄砲町1番地イオンモール堺鉄砲町1階

グルメ はや総本店 大阪府堺市堺区 向陵西町４－３－３

グルメ バルハチゴー 大阪府堺市堺区高須町 ３－１－２０浅香山ハイツ１階

グルメ フォルテ倶楽部珈琲 大阪府堺市堺区二条通 １－１６

グルメ ふぐ清 大阪府堺市堺区中瓦町 ２－１－１６ワイズビル１Ｆ

グルメ ホームカフェリノリノ 大阪府堺市堺区少林寺町東 １－２－２７

グルメ ほっかほっか亭　　御陵前店 大阪府堺市堺区南半町西１丁３－１

グルメ ほっかほっか亭　　堺東店 大阪府堺市堺区一条通１８－５

グルメ ほっかほっか亭　　三宝店 大阪府堺市堺区三宝町５丁目２７７－２

グルメ ホルモンカモメ南島店 大阪府堺市堺区南島町 ２－５９－１長屋１０２号

グルメ ラーメン　はなてん　堺東店 大阪府堺市堺区砂道町 ２－１－１０

グルメ ラーメン　はなてん　堺東店 大阪府堺市堺区砂道町２－１－１０

グルメ レストランＦＵＣＨＩ 大阪府堺市堺区 市之町東２－２－２１

グルメ 囲炉裏乃逸品 大阪府堺市堺区 中瓦町１－４－４

グルメ 欧州バル　ロッソギターラ 大阪府堺市堺区甲斐町西 １丁１－２８・サンハイム宿院１０６

グルメ 鎌倉パスタ イオンモール堺鉄砲町店 大阪府堺市堺区鉄砲町一番地イオンモール堺鉄砲町店1階

グルメ 韓国屋台料理とらじ 大阪府堺市堺区栄橋町 １－６－５－１０３



グルメ 吉野家　ザビエル公園 大阪府堺市堺区戎之町東１－１

グルメ 吉野家　堺東 大阪府堺市堺区新町５－１７

グルメ 吉野家　臨海緑町 大阪府堺市堺区緑町１丁１４－１

グルメ 牛角堺東店 大阪府堺市堺区中瓦町１－３－６エンショウⅡビル２Ｆ

グルメ 魚べい　堺鳳店 大阪府堺市堺区神石市之町9-40

グルメ 魚民　南海堺西口駅前店 大阪府堺市堺区戎島町4-45-1

グルメ 銀しゃり屋　ゲコ亭 大阪府堺市堺区新在家町西1-1-30

グルメ 串花 大阪府堺市堺区戎之町東 ３－１－１３

グルメ 鶏屋　Ｗａｋａｍｅ 大阪府堺市堺区 中瓦町１－１－１３

グルメ 豪快　立ち寿司　堺店 大阪府堺市堺区栄橋町 １－７－１１－１Ｆ

グルメ 三丁カフェ 大阪府堺市堺区砂道町 ３丁６－２０

グルメ 志なのすけ 堺東店 大阪府堺市堺区北瓦町2-1-30'

グルメ 松のや　堺東店 大阪府堺市堺区中瓦町2-3-12きくやビル1階

グルメ 松屋　堺東銀座街店 大阪府堺市堺区中瓦町2-2-9

グルメ 台湾酒家　人来鳳 大阪府堺市堺区栄橋町 １－７－５

グルメ 鉄板居酒屋高見 大阪府堺市堺区大仙西町 ２－７０－１メゾン大仙１０２

グルメ 鉄板酒場ＣＡＮＴＡＲＯ 大阪府堺市堺区南花田口町 １－１－２１

グルメ 土間土間堺東駅前店 大阪府堺市堺区北瓦町２－１－２８ヤングタウン１０３ビル４Ｆ

グルメ 肉バル２９８６ 大阪府堺市堺区北瓦町 ２－２－２４堀田ビル

グルメ 白木屋　三国ケ丘北口駅前店 大阪府堺市堺区向陵中町2-5-12

グルメ 白木屋　南海堺駅前店 大阪府堺市堺区熊野町西3丁2-6

グルメ 和暖 大阪府堺市堺区東雲西町 ２－２－３４メゾン和光１Ｆ

グルメ 鮨処　久兵衛 大阪府堺市堺区北三国ケ丘町 ３－１－４０

グルメ コリアンキッチン　秀彬　堺東店 大阪府堺市堺区一条通 １９－２７

グルメ 日本料理　咲蔵 大阪府堺市堺区中瓦町 ２－３－２２　テクノ大徳ビル６Ｆ

グルメ 中国料理泰平楼 大阪府堺市堺区甲斐町西 ３丁１－４

グルメ ブラッスリーセレスト 大阪府堺市堺区一条通 １７－２４

グルメ 源平水軍 大阪府堺市堺区中瓦町 １－３－１８

グルメ ｊｏｕｒｎｅｙ 大阪府堺市堺区中瓦町 １－４－１３ＬＳビル２０３号

グルメ 韓国屋台料理　トラジ 大阪府堺市堺区中瓦町 １丁３－２０

グルメ 焼き肉みき 大阪府堺市堺区今池町 ６丁５－２３

グルメ 茶房カオル 大阪府堺市堺区北向陽町 １－５－２２

グルメ Ｂａｒ　Ｆｕｋｕｚａｔｏ 大阪府堺市堺区北瓦町 １－２－１５

グルメ ＯＮＥ　Ｆ 大阪府堺市堺区北瓦町 １－４－２２グランドプラザビル１Ｆ

グルメ ＷＩＮＥ＆ＯＤＥＮひそか 大阪府堺市堺区北瓦町 １－５－２３

グルメ 歓 大阪府堺市堺区北瓦町 ２－１－１１

グルメ 焼鳥　六五五六 大阪府堺市堺区北瓦町 ２－１－１１

グルメ 石鍋料理　健 大阪府堺市堺区北瓦町 ２－１－９

グルメ 高見酒店 大阪府堺市堺区南旅篭町西 １－１－１２

グルメ たろやんの家 大阪府堺市堺区南花田口町 １－１－１８

グルメ ＭＡＹ　ｃａｆｅ 大阪府堺市堺区南花田口町 １－１－９

グルメ ＢＡＲ８０８ 大阪府堺市堺区南花田口町 １－３－３

グルメ やきとり居酒屋　優しげ 大阪府堺市堺区大町西 ３－１－２９クリスタルビル１Ｆ

グルメ たこ久 大阪府堺市堺区寺地町東 １－２－１９

グルメ 江戸前寿司・塩にぎり　まつ元 大阪府堺市堺区戎之町西 ２丁２－５ロイヤルコート参番館１Ｆ

グルメ インド・ネパール料理ヒマラヤ村 大阪府堺市堺区東雲西町 １－７－１

グルメ 肉食堂はなしん 大阪府堺市堺区東雲西町 １－８－６７

グルメ ＭＲｃａｆｅ 大阪府堺市堺区栄橋町 １－１－１６

グルメ ＫＡＬ 大阪府堺市堺区栄橋町 １－１０－１

グルメ 庄八 大阪府堺市堺区栄橋町 １－１０－１

グルメ 食楽キッチン　リトロボ 大阪府堺市堺区栄橋町 １－１０－１－ショップ南海堺Ｂ棟３－１号

グルメ 居酒屋　蔵屋敷 大阪府堺市堺区栄橋町 １－８－１４

グルメ 九州男児の串カツ　やっちゃる 大阪府堺市堺区栄橋町 １－９－５

グルメ うまかもん甑 大阪府堺市堺区栄橋町 １丁１－１６

グルメ 味通り 大阪府堺市堺区栄橋町 ２－１－２

グルメ 居酒屋　家敷　ごっちゃん 大阪府堺市堺区栄橋町 ２－１－５

グルメ みやざき地頭鶏専門店　門出 大阪府堺市堺区栄橋町 ２－４－２８－堺魚市場内

グルメ うまい屋　お食べ安 大阪府堺市堺区浅香山町 ３－２－１

グルメ 大衆割烹　味富 大阪府堺市堺区田出井町 ５－６０

グルメ 焼肉　ＭＡＲＵＹＡＳＵ 大阪府堺市堺区甲斐町東 ３－１－１３

グルメ フリーダム　ロード　宿院店 大阪府堺市堺区甲斐町東 ３－１－１３甲斐町市街地住宅１Ｆ

グルメ めんと丼処　あかね 大阪府堺市堺区甲斐町西 ３－２－３

グルメ 鮨・鍋物・一品料理　初音 大阪府堺市堺区甲斐町西 ３－４－３

グルメ 酒肴屋らかん 大阪府堺市堺区竜神橋町 １－６－２－１Ａ

グルメ キッチンかふか 大阪府堺市堺区竜神橋町 １丁６－１０

グルメ 和洋彩寿　大翔 大阪府堺市堺区竜神橋町 １丁６－７－１０１

グルメ はなぐるま 大阪府堺市堺区竜神橋町 １丁６－７－１０３

グルメ お家のごはん　かれん 大阪府堺市堺区翁橋町 １－１０－１７

グルメ ふくふく家 大阪府堺市堺区中瓦町 １－３－１４

グルメ もつ鍋チャンピオン堺東店 大阪府堺市堺区中瓦町 １－３－３ヤマトシステムビル３Ｆ

グルメ けとばし屋チャンピオン堺東店 大阪府堺市堺区中瓦町 １丁３番３号

グルメ がやｃｕｒｒｙ 大阪府堺市堺区北瓦町 １－３－１３

グルメ ギョ魚ぎょ 大阪府堺市堺区市之町東 ２－１－８

グルメ トンカツ肴そば　湖中 大阪府堺市堺区戎島町 ３－２２－１堺駅ビル１Ｆ

グルメ 民芸藤よし　堺駅前店 大阪府堺市堺区戎島町 ４－４５－１



グルメ 海ごこち　堺駅前店 大阪府堺市堺区栄橋町 １－６－２

グルメ 居酒屋　義経 大阪府堺市堺区栄橋町 １丁１０－１

グルメ 天ぷら　てん助 大阪府堺市堺区栄橋町 ２－３１－１

グルメ カラオケＢａｒカリオモン 大阪府堺市堺区栄橋町 ２丁１番１号

グルメ みっちゃん 大阪府堺市堺区竜神橋町 １－７－１ショップ南海堺

グルメ 旬彩　心陣 大阪府堺市堺区竜神橋町 ２－３－１

グルメ ＫＡＳＵＹＡ堺翁橋 大阪府堺市堺区翁橋町 １－３－３春日ビル１Ｆ

グルメ 山棒 大阪府堺市堺区一条通 ２０－９

グルメ 花あずき 大阪府堺市堺区一条通 ９－２４

グルメ Ｆａｋｅ 大阪府堺市堺区中瓦町 １－２－１５

グルメ 満マル堺東駅前店 大阪府堺市堺区中瓦町 ２－３－２０矢本ビル

グルメ 日本酒ＬＡＲＧＯ 大阪府堺市堺区北瓦町 ２丁目２－１１

グルメ Ｃｏ．ＦＵＮカフェ 大阪府堺市堺区向陵西町 ４－１１－１５

グルメ ミートファクトリーしまちゃん 大阪府堺市堺区戎之町東 ２－１－７菅原ビル１階

グルメ 割烹　秀 大阪府堺市堺区一条通 １７－８

グルメ ＢＡＲ　Ｌａｒｇｏ 大阪府堺市堺区中瓦町 １丁目３－６ＥＮＳＨＯビル２Ｆ

グルメ 割烹蛸壺 大阪府堺市堺区北瓦町 ２丁１－１２

グルメ 鳥処しん 大阪府堺市堺区戎之町東 ２－１－２７

グルメ たこ焼き　浦 大阪府堺市堺区田出井町 ５－４８－１０２号

グルメ 大笑 大阪府堺市堺区竜神橋町 １－６－１

グルメ 「ｋｕｎｉ」４１ 大阪府堺市堺区竜神橋町 ２－３－１

グルメ 宅配ガスト　堺緑ヶ丘中町店 大阪府堺市堺区緑ヶ丘中町１丁１番３３号

小売り ABC－MART 堺プラットプラット店 大阪府堺市堺区戎島町3-22-12F

小売り ABC-MART堺高島屋店 大阪府堺市堺区三国ヶ丘御幸通 59番地 堺高島屋店6F

小売り ＢＭＯ堺上野芝店 大阪府堺市堺区緑ヶ丘南町 １丁目３－２１

小売り BOOKOFF　堺御陵前店 大阪府堺市堺区新在家町東1－1－22

小売り ＣＯＡＣＨＥＬＬＡＨＥＡＤ 大阪府堺市堺区 大浜西町２３ジェイアンドワイビル３Ｆ

小売り ｆｉｆｔｙｏｎｅ　ｇｕｉｔａｒ 大阪府堺市堺区向陵中町 ４丁４－４－２Ｆ

小売り ＨｏｎｄａＣａｒｓ大阪　堺北店 大阪府堺市堺区北清水町2-4-8

小売り ＨｏｎｄａＣａｒｓ大阪南　石津店 大阪府堺市堺区石津町2-7-3

小売り ＨｏｎｄａＣａｒｓ南海　堺店 大阪府堺市堺区向陵西町4-4-4

小売り ｉｋｋａイオンモール堺鉄砲町 大阪府堺市堺区鉄砲町 １番地イオンモール堺鉄砲町１Ｆ

小売り ＮＥＸＴ５１　三国ヶ丘店 大阪府堺市堺区向陵中町 ４丁４－４

小売り ＯＲＣＡ 大阪府堺市堺区 海山町１?８カントリーオルカ内

小売り ＰＲＯＳＨＯＰ　ＫＩＮＧ－Ｔ 大阪府堺市堺区九間町東 ２－１－３０

小売り ＺＡＷＡ　ｃａｆｅ 大阪府堺市堺区神石市之町 １４－３２－１

小売り Zoff イオンモール堺鉄砲町店 大阪府堺市堺区鉄砲町1番地イオンモール堺鉄砲町 3F

小売り アクト自転車 大阪府堺市堺区大浜南町 １－２－８ドムス堺三番館１１０

小売り いろんな国の雑貨と衣料ラクダ 大阪府堺市堺区車之町東 １－１－１２

小売り ヴィアノヴァ 大阪府堺市堺区七道西町 １２－１１フローラ堺１号棟１０５

小売り オートバックス　堺三宝店 大阪府堺市堺区三宝町４－２２６

小売り おそうじ本舗　湊駅前店 大阪府堺市堺区高砂町 ２丁７５

小売り カメラのヤマゲン 大阪府堺市堺区一条通 １７－２１

小売り クラフトハートトーカイ 堺タカシマヤ店 大阪府堺市堺区三国ヶ丘御幸通５９　堺タカシマヤ５Ｆ

小売り クリーニング　ハミング　堺店 大阪府堺市堺区山本町 １－１８－１

小売り サイクルヒーロー堺ＰＬＡＴ店 大阪府堺市堺区戎島町 ３－２２・１Ｆ

小売り サイクルベースあさひ　堺一条通店 大阪府堺市堺区一条通5-18

小売り サザンフィールド 大阪府堺市堺区南田出井町 ４－５－１

小売り スマイルコンタクト堺東店 大阪府堺市堺区中瓦町 ２丁目３－１６

小売り タイヤ館　堺北 大阪府堺市堺区山本町２－６９

小売り ツキシロオート堺店 大阪府堺市堺区大町東 ２－２－２３

小売り つるや楽器 大阪府堺市堺区大町東 ３－１－６

小売り トイザらス堺鉄砲町店 大阪府堺市堺区鉄砲町1イオンモール堺鉄砲町　３Ｆ

小売り トト洋菓子店 大阪府堺市堺区車之町西 ２－２－３２

小売り マルミ 大阪府堺市堺区市之町東 ２－１－８

小売り ムラサキスポーツ　サカイテッポウチョウテン 大阪府堺市堺区鉄砲町1番地

小売り メガネの三城　堺東本店 大阪府堺市堺区中瓦町２－２－９

小売り もじ工房みくにのはんこ屋 大阪府堺市堺区向陵中町 ２－３－１５

小売り もず庵 大阪府堺市堺区百舌鳥夕雲町 ２丁１５０－４

小売り ヤマハミュージック　堺店 大阪府堺市堺区　北瓦町2丁目4-12岡本ビル２階

小売り ライフクリーナー　百舌鳥店 大阪府堺市堺区向陵東町 ３－６－１１

小売り 旭ヶ丘コンタクトレンズ研究所 大阪府堺市堺区旭ケ丘南町 ３丁１番６号

小売り 伊東商会 大阪府堺市堺区香ケ丘町 １－３－１４

小売り 楽天モバイル　ＡＭ堺鉄砲町店 大阪府堺市堺区鉄砲町 １イオンモール堺鉄砲町２Ｆ

小売り 株式会社ｗｅ－Ｂｓｔｕｄｉｏｓ 大阪府堺市堺区向陵中町 ３－３－２０－２Ｆ

小売り 株式会社サカイフォート 大阪府堺市堺区中瓦町 ２丁３－５

小売り 丸善　高島屋堺店 大阪府堺市堺区三国ヶ丘御幸通59番地髙島屋堺店4階

小売り 康園薬舗 大阪府堺市堺区竜神橋町 １－２－６

小売り 堺味噌だれ餃子　まんぷく亭 大阪府堺市堺区田出井町 １－１－１１３ベルマージュ堺１Ｆ

小売り 山武商店 大阪府堺市堺区大町東 ２－２－８

小売り 小谷酒店 大阪府堺市堺区柳之町西 ２－２－２２

小売り 泉州庵　山之口店 大阪府堺市堺区甲斐町東 ２－１－１２

小売り 相和 大阪府堺市堺区大仙西町 ６丁１６５番地

小売り 鮒芳 大阪府堺市堺区香ケ丘町 １－９－２８

小売り 文清堂 大阪府堺市堺区南旅篭町東 ２－１－２４



小売り 鳳文堂印舗 大阪府堺市堺区 大町東２－２－２４

小売り 北摂武道具　大川畑商店 大阪府堺市堺区向陵西町 ２－４－５

小売り 洋服の青山　堺砂道店 大阪府堺市堺区砂道町１丁11番17号

小売り エトフ 大阪府堺市堺区一条通 １８－７

小売り 若葉屋 大阪府堺市堺区中瓦町 １－３－１０

小売り オオウラ今池町店 大阪府堺市堺区今池町 ６－４－１８

小売り 本・文具・写真　一心堂書店 大阪府堺市堺区出島町 ２－３－１１

小売り フカガワ洋菓子店 大阪府堺市堺区北清水町 ２－２－１３

小売り 石覚石材店 大阪府堺市堺区北花田口町 １－１－４

小売り 横山サイクル 大阪府堺市堺区大町東 ３－１－４

小売り アートサイクルティーエーズ 大阪府堺市堺区大町西 １丁１－２０コスモ宿院ビル１Ｆ

小売り だるま薬局 大阪府堺市堺区少林寺町東 ２－１－２６

小売り ひなた整骨鍼灸院 大阪府堺市堺区市之町西 １－２－２６中辻ビル一階

小売り ＯＬＤ　ＧＯＡＴ 大阪府堺市堺区戎之町西 ２－１－１第三肥塚ビル１０２

小売り 園芸丸井 大阪府堺市堺区栄橋町 １－１０－１ショップ南海堺

小売り お菓子の国ふ～ゆ 大阪府堺市堺区榎元町 ５－４－２

小売り Ｐｒｅｔｔｙ７ 大阪府堺市堺区榎元町 ６－５－５

小売り トリジとリスバ 大阪府堺市堺区浅香山町 ３丁１１－１

小売り Ｊｅｎｇ　Ｌｅａｔｈｅｒ 大阪府堺市堺区浅香山町 ３丁５－２７

小売り ＭＲボクシングジム 大阪府堺市堺区甲斐町西 ３－４－１４－２Ｆ

小売り オオウラ綾野町店 大阪府堺市堺区錦之町東 １－１－４

小売り 御菓子処　おかよし　味匠庵 大阪府堺市堺区香ケ丘町 １丁１４－１３

小売り キッドボックス　堺店 大阪府堺市堺区中瓦町 １－２－２堺トークビル２Ｆ

小売り 文具のキシダ 大阪府堺市堺区中瓦町 １－４－２５

小売り ＭＡＰＳ 大阪府堺市堺区五月町 １－１

小売り 大寺餅河合堂 大阪府堺市堺区少林寺町西 ４－１－２７

小売り 奥野晴明堂 大阪府堺市堺区市之町東 ６－２－１５

小売り アウトドアカントリー錦ロイヤル 大阪府堺市堺区錦綾町 ２－１－１８

小売り ＵＮＥ　ＰＡＩＬＬＥ 大阪府堺市堺区香ケ丘町 １－３－１６

小売り ドルフィン 大阪府堺市堺区田出井町 １－１－４００

小売り ＣＲＯＷＡ 大阪府堺市堺区翁橋町 １－１０－１３ももちゃんハイツ１０２

小売り 山吹レコード店堺東銀座商店街店 大阪府堺市堺区中瓦町 ２丁３－８

小売り ブティック芝 大阪府堺市堺区甲斐町東 １－２－３１

小売り はるやま PSｲｵﾝﾓｰﾙ堺鉄砲町店 大阪府堺市堺区鉄砲町1番地 イオンモール堺鉄砲町3F

小売り ライトオン イオンモール堺鉄砲町店 大阪府 堺市 堺区 鉄砲町1 イオンモール堺鉄砲町 3F

美容 ＡＥＲＩ 大阪府堺市堺区向陵中町 ５－１－４ハイツ向陵１０３

美容 ＣＡＯＬＩＬＡ 大阪府堺市堺区戎島町 ５－１１－２ｆ

美容 ｃｈｏｕ＊ｃｈｏｕ 大阪府堺市堺区中瓦町 １－４－１８－２Ｆ

美容 ＤＥＡＲＳ堺東店 大阪府堺市堺区北花田口町 ３－１－１５東洋ビルＢ１

美容 ｆｌｅｕｒｉｒ 大阪府堺市堺区北清水町 ３－６－１２

美容 ｉｎｎｅｒ　ｓｕｒｆａｃｅ． 大阪府堺市堺区南瓦町 １－１５シャローム堺８０３

美容 Ｋ－ＣＲＥＷ．ｕｎ 大阪府堺市堺区北瓦町 １－５－２３

美容 ｍｅｉｌｉ　ｈａｉｒ 大阪府堺市堺区 北庄町１－４－５

美容 ＭＯＬＬＡ　ＳＡＬＯＮ浅香山店 大阪府堺市堺区香ケ丘町 １－４－１９

美容 ＯＮＬＹ　ＯＮＥ 大阪府堺市堺区旭ケ丘中町 １－５－１７－１０３

美容 ＰＨＹＳＩＳ 大阪府堺市堺区中之町西 １－１－８サザンビル堺宿院８０１

美容 ＲＥ－ＥＤＩＴ 大阪府堺市堺区 栄橋町１－７－７中ビル１Ｆ

美容 ｔｅ－ｅｔ 大阪府堺市堺区北花田口町 ３－１－２白山ビル１Ｆ

美容 ｔｉａｒａ堺東店 大阪府堺市堺区北花田口町 ３－１－１５ＴＯＹＯビルＢ１Ｆ１０５

美容 ここもみ 大阪府堺市堺区 中瓦町２－１－１７セントラルビル２階

美容 サロン　ド　ゴールドシェイプ 大阪府堺市堺区 南向陽町２－３－１０山崎ビル２０２

美容 センスバイプラスヘアー 大阪府堺市堺区北瓦町 １－５－１２

美容 ひかり整体院 大阪府堺市堺区新在家町東 ３丁２－２０

美容 ビューティクリニーク　ノア 大阪府堺市堺区 市之町東３－２－１７－２０２

美容 ヘアエステサロンＹＡＫ 大阪府堺市堺区中三国ケ丘町 ３－５－１４

美容 マリーエクラン 大阪府堺市堺区向陵中町 ２－４－１３　栄光ビル３Ｆ

美容 ルールドバリ 大阪府堺市堺区南旅篭町東 １－１－３０センチュリーハイツ２０１

美容 市羽整骨院 大阪府堺市堺区市之町西 ３－１－４８プリヴェ２号館１階

美容 整体・アロマ　咲療術院 大阪府堺市堺区 三国ケ丘御幸通１－２ケンスイビル３Ｆ

美容 スリーピース 大阪府堺市堺区一条通 １７－２７

美容 リトリートサロンＳｙｕｏｎ朱音 大阪府堺市堺区中瓦町 １－４－２６Ｐ＆Ｓビル堺東４Ｆ

美容 ＬＵＮＡ　ＳＯＬＥ 大阪府堺市堺区中瓦町 １－４－２６Ｐ＆Ｓビル堺東４Ｆ

美容 Ｌａ　Ｖｉｅ　ｅｎ　ＲＯＳＥ 大阪府堺市堺区南花田口町 １－１－１０－１Ｆ

美容 Ｍｊ’ｚ 大阪府堺市堺区南花田口町 １－２－７

美容 堺長生館　片山療院 大阪府堺市堺区大浜南町 ２－６－１７フォンタルセブン１Ｆ

美容 ｌａ　ｌｕｎｅ 大阪府堺市堺区少林寺町西 ３－２－３１

美容 ヘアーライフ　ルシア 大阪府堺市堺区戎之町西 ２－２－４

美容 ＢＯＳＳ　ｈａｉｒ　ＨＵＬＰ 大阪府堺市堺区浅香山町 ３－５－２０

美容 ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　大野 大阪府堺市堺区香ケ丘町 １－１２－８

美容 エステサロン　Ｊｕｎｏ 大阪府堺市堺区中瓦町 １丁１番１２号２Ｆ

美容 わかば整骨院 大阪府堺市堺区住吉橋町 １－５－１９

美容 ほっと整体整骨院 大阪府堺市堺区出島町 ２－５－５アーバン湊１Ｆ

美容 Ｒｉｒｕ＿Ｍ　堺東店 大阪府堺市堺区北瓦町 １－４－２２グランドプラザ５階

美容 Ｃｏｒｍａｒｃｈｅ 大阪府堺市堺区一条通 １７－２２

美容 サクラドゥボヌール 大阪府堺市堺区一条通 １７－２７－１Ｆ



美容 Ｏｒｉｇｅｍ．ｈａｉｒｓ 大阪府堺市堺区大浜中町 ３－７－５

美容 Ｒｉｒｕ＿Ｍ　堺店 大阪府堺市堺区熊野町東 １－２－１肥塚ビル１階

その他 ＨＯＳＴＥＬ　ＹＯ！！ 大阪府堺市堺区住吉橋町 １丁２－１１

その他 ＴＣＳ－ＦＵＬＬＭＯＯＮ 大阪府堺市堺区 大浜南町２－２－８

その他 ＴＨＥ　ｂａｓｅ 大阪府堺市堺区南花田口町 １－１－４

その他 アパホテル〈堺駅前〉 大阪府堺市堺区戎島町4-28-6

その他 くつ修理・合カギ　なかじま 大阪府堺市堺区北三国ケ丘町 ８－８－１５－１Ｆ

その他 ゲストハウス堺東ニコニコ 大阪府堺市堺区翁橋町 １－９－５翁橋ひまわりビル２階

その他 サイケ塗装 大阪府堺市堺区旭通 １－３１

その他 ジャンカラ　堺東２号店 大阪府堺市堺区中瓦町2-3-22テクノ大徳ビル6F

その他 ジャンカラ　堺東店 大阪府堺市堺区中瓦町2-1-11

その他 スタジオひまわり 大阪府堺市堺区 北三国ケ丘町６－５－１０

その他 スマホｆｉｘ堺店 大阪府堺市堺区中安井町 １－４－１５－２ｆ

その他 スマホスピタル堺東店 大阪府堺市堺区南三国ケ丘町 １－１－１２・堺東ＫＯＴＯビル３階

その他 のぞみ薬局　堺駅前店 大阪府堺市堺区 市之町西３丁１－４３　Ｔ＆Ｎビル１Ｆ

その他 ノムラクリーニング堺東駅店 大阪府堺市堺区三国ヶ丘御幸通６１南海堺東ビル３階（南海堺東駅）

その他 ノムラクリーニング三国ヶ丘駅前2号店 大阪府堺市堺区向陵中町２丁７－１　N.KLASS三国ヶ丘　２階

その他 ラウンドワン堺駅前店 大阪府堺市堺区戎島町4丁44-3

その他 りらくる　堺海山町店 堺市堺区海山町3丁154-9

その他 りらくる　堺浅香山店 堺市堺区南清水町2丁1-13

その他 株式会社　南海スズキ 大阪府堺市堺区神石市之町 １３－２

その他 住宅型有料老人ホームＬｉｅｂｅ 大阪府堺市堺区神石市之町 ４番２２号

その他 泉谷石油　東湊給油所 大阪府堺市堺区昭和通 ３丁４３－３

その他 東横イン　堺東駅 大阪府堺市堺区市之町東6-2-14

その他 南海スズキ　オートピア・Ｓ 大阪府堺市堺区神石市之町 １３－１

その他 南海スズキ　マイカーセンター 大阪府堺市堺区神石市之町 １６－４０

その他 有限会社藤浪自動車商会 大阪府堺市堺区竜神橋町 １－１－１８

その他 Ｓｈｉｎｅ　Ｃｒｅｗ 大阪府堺市堺区少林寺町西 ３－２－３２

その他 ＵＳホーム株式会社 大阪府堺市堺区一条通 １９－１４ウエノ第２ビル１階

その他 立山自動車工業有限会社 大阪府堺市堺区中田出井町 ３丁５番９号

その他 大阪ベイプラザホテル 大阪府堺市堺区少林寺町西 １－１－１

その他 くれたけイン南海堺駅前 大阪府堺市堺区栄橋町 １－３－１２

その他 ホテルサンプラザ堺本館 大阪府堺市堺区竜神橋町 １－１－２０

その他 ホテルサンプラザ堺ＡＮＮＥＸ 大阪府堺市堺区竜神橋町 １丁１番２０号

その他 村上　明彦 大阪府堺市堺区 楠町４－４－１７　グランディオス大和３０４号


