
２００９年３月９日現在

一条通 コノミヤ　堺東店 高須町 トヨタカローラ南海　堺北店

ﾜｲﾝｶﾞﾚｰｼﾞ ニシジマ 田出井町 堺喜庵（ﾍﾞﾙﾏｰｼﾞｭ堺4F）

市之町東 紀陽銀行　堺支店 メガネ・時計・宝飾　中村（ﾍﾞﾙﾏｰｼﾞｭ2F）

コナミスポーツクラブ堺 やまさん阪本 ﾍﾞﾙﾏｰｼﾞｭ堺店

ヘリオス大阪株式会社 築港八幡町 最強カルボナーラ　ハリス

今池町 サロンデイケア 堺浜楽天温泉　祥福

戎島町 イトーヨーカドー堺店（団地側） ベビーフェイスプラネッツ堺店

イトーヨーカドー堺店（正面） ホームズ堺浜店

医療法人 佳晴会（おのえ歯科） 出島海岸通 ラーメンむさし堺出島店

イングﾗｲｾﾝｽｱｶﾃﾞﾐｰ堺駅校 出島町 一心堂書店

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 中瓦町 堺東観光案内所

ひごペットフレンドリー 堺ﾌﾟﾗｯﾄﾌﾟﾗｯﾄ店 自衛隊堺出張所

百圓領事館ﾌﾟﾗｯﾄﾌﾟﾗｯﾄ店 中之町東 コパーナ　サウナ＆プール

hair create aquair 三国ヶ丘御幸通 高島屋堺店

大町西 スーパーホテル堺マリティマ パスト堺東店（ｼﾞｮﾙﾉ1F）

遠里小野町 おりおのボウル フラワーエクスプレス

春日通 ㈱近商ストア東湊店 南瓦町 （社）堺観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会

神南辺町 トヨタカローラ南海　さかいプラザ 南三国ヶ丘町 平地整骨院

ネッツトヨタいずみ南海　堺北店 百舌鳥夕雲町 リュムール

北瓦町 株式会社メガネの三城　堺本店

ゲームファイブ

北庄町 ネッツトヨタ南海　堺中央店

楠町 万代 東湊店

熊野町西 ﾌｧﾐｺﾝｼｮｯﾌﾟギャングスター堺駅前店

熊野町東 でんおん館

ヒューマンステージ㈱

向陵中町 ル・グランシャリオ

向陵西町 小西書店

民芸肉料理 はや 総本店

向陵東町 とんかつ青柳

ミーズショップ

三宝町 万代 七道店

少林寺町西 ホテルサンルート堺

砂道町 スーパードラッグイレブン堺砂道店

堺　区 堺　区

設置協力店一覧



２００９年３月９日現在

設置協力店一覧

大野芝町 トヨタカローラ南海　初芝店 石原町 トヨタカローラ南海　金岡店

ホームセンターコーナン大野芝店 大美野 大美野スポーツドーム

小阪 アイトップ泉北店 北野田 アイトップ北野田店

イズミヤ 泉北店 遠藤歯科医院

新家町 コノミヤ　中もず店 さこう整骨院

竹城台 泉ヶ丘駅 ジェルスイミングクラブ北野田

辻之 深川酒店 書院バンブーハウス

陶器北 スーパードラッグイレブン福田店 ファミリーマート堺野田小学校前店

土塔町 シェフの赤ちょうちんISSEY（いっせい） フローリストノブ

ミルクレット　深井店 ベルヒル北野田

土師町 難波屋書店 ボブキャットブラザース

八田北町 トヨタカローラ南海　泉北店 草尾 喫茶フォンタナ

トヨタカローラ南海　泉北プラザ 丈六 公文式　北野田教室

ネッツトヨタ南海　泉北店 白鷺町 PASTO白鷺店

コノミヤ　深井店 日置荘西町 アイフレンド

八田西町 トヨタカローラ南海　八田店 オリエント理容

ペットパートナーズ㈱泉北本店 ㈱ショッピングセンター池忠初芝店

深井北町 トヨタカローラ南海　深井店 スポーツサンメイト

ハッピー薬店 天然温泉千寿の湯

vegeta 夢屋

深井沢町 Ｊ：ＣＯＭショップ深井駅前 日置荘原寺町 カフェ ブローニュの森

株式会社東文堂書店深井店 菩提町 Fマート菩提町店

深井駅 スーパードラッグイレブン初芝店

深井清水町 カラオケルーム　スマイル

ゴルフパートナー深井駅前店

スーパードラッグイレブン深井清水店

タカセ通り

ﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ コ・ス・パ深井

麺屋 黒船

深井東町 スーパードラッグイレブン東深井店

深井水池町 せんなり整骨院（スーパー千成内）

千成 深井店

福田 株式会社王将フードサービス　福田店

テルルカメラ堺福田店

ドコモ専売メディアリンク北野田店

ベントステーション北野田

和食めん処 ふじ

堀上町 キリン堂堀上店

中　区 東　区



２００９年３月９日現在

設置協力店一覧

金岡町 コナミスポーツクラブなかもず 百舌鳥赤畑町 いなだ鍼灸整骨院

北長尾町 株式会社堀井商店　エコ事業部 百舌鳥梅北町 コーナン堺三国ヶ丘店

北花田町 ＡＶＡＮＣＥ北花田店 百舌鳥梅北町 sun　felt　unity

医療法人小川クリニック 百舌鳥梅北町 ヒマラヤ堺三国ヶ丘店

カラオケゆー坊北花田店 百舌鳥梅北町 ラーメンむさし　堺もず店

米米亭 北花田店 百舌鳥梅町 スーパードラッグイレブン中百舌鳥店

ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｯｸﾞｲﾚﾌﾞﾝ北花田店 百舌鳥梅町 ファミリーマート堺百舌鳥梅町三丁店

TSUTAYA北花田店 百舌鳥梅町 ブックスファミリア堺店

典子エンジェルクリニック 百舌鳥梅町 ﾘｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟネクスト

食べ処・飲み処与太郎北花田店 百舌鳥西之町 イケチューもず店

蔵前町 スーパードラッグイレブン新金岡店 百舌鳥西之町 コートダジュール堺百舌鳥店

黒土町 サンプラザ三国ヶ丘東店

新金岡町 珈琲館 エブリー新金岡店

シェール

秀月

しんかなCITY

ロマンシューズ

新堀町 トヨタカローラ南海　きたはなだ店 阿弥 ローソン美原町阿弥

ネッツトヨタ南海　きたはなだ店 黒山 オークワ美原店

長曽根町 餃子の王将　中環金岡店 オートバックス美原店

源気堂鍼灸整骨院 スーパードラッグイレブン美原店

酒のABC トヨタカローラ南海　美原店

Ｊ：ＣＯＭ堺ショールーム 菅生 介護老人保健施設ホットスプリング美原

スーパードラッグイレブン長曽根店 プロショップ来夢

超書店ＭＡＮＹＯ堺・しんかな店 青南台 オージョイフル美原店

㈱トーホー　A－プライス新金岡店 丹上 アップガレージ美原北インター店

ネッツトヨタいずみ南海　堺東店 平尾 カレー ブーメラン

ファイテンショップ堺中百舌鳥店 手打ちうどん　津の勢

万代歯科医院 ホンダプリモ阪南 美原店

メガネの三城 南余部 ランドリー店舗販売㈱

ラーメンむさし堺新金岡店 木材通 ネオテニスプラザ美原

中長尾町 下江整骨院

中村町 ネッツトヨタ南海　かなおか店

中百舌鳥町 健康整体サロン ミヤベ

デイリーカナートイズミヤ中百舌鳥店

ますだ歯科

ﾐﾆﾐﾆFCなかもず店（有）ﾕｰﾗｲﾌ

東浅香山町 堺北花田阪急

ワンストップ

東上野芝町 カラオケBOXうる声やつら

南長尾町 ミルクレット　長尾町店

南花田町 うれしの

コーナン金岡蔵前店

美　原　区

北　区 北　区



２００９年３月９日現在

設置協力店一覧

岩室 コーナン泉北店 上野芝町 上野芝グリーンボウル

大庭寺 ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｯｸﾞｲﾚﾌﾞﾝ「健･美･館」本部前店 桜小路　上野芝店

鴨谷台 居酒屋和楽 ㈱スーパーマルカ

インターネットプラザ 鳳西町 サンマルク鳳店

ケンタッキーフライドチキン光明池店 トヨタカローラ南海　高石店

コスパ光明池 トヨタカローラ南海　高石プラザ

コナミスポーツクラブ光明池 ネッツトヨタいずみ南海　高石店

マルゼン楽器店サンピア店 鳳東町 ウイングススポーツクラブ

城山台 ライフ城山台店 有限会社 エーワンホーム

新檜尾台 クラル・ボディケア おおとりアカデミー

光明池駅 鳳パレット協同組合

㈱スーパーサンエー新檜尾台店 珈琲院松本

竹城台 コノミヤ　泉ヶ丘店 サーバ堺鳳東店

ヘアーブランシェ竹城台店 鳳南町 コスパ鳳

茶山台 ドコモショップ泉ヶ丘店 タイヤ館　堺店

㈱紀伊国屋書店泉北店 ファブリンク㈱

㈱サンク　泉ヶ丘ショールーム 上 ドラックデポ

ﾍﾞｰｶﾘｰｼｮｯﾌﾟロンドン泉ヶ丘店 草部 石橋スポーツ

ワタナベ楽器　泉北パンジョ店 ループ草部店

豊田 極楽湯 堺泉北店 下田町 イトーヨーカドー津久野店

庭代台 美容室ボヌール 太平寺 ㈱スーパーサンエー堺インター店

鉢ヶ峯寺 泉北自動車教習所 津久野町 article　for　hair

原山台 イズミヤ株式会社原山台店 鶴田町 阪和鳳自動車学校

映像創庫　ｸﾛｽﾓｰﾙ泉北店 浜寺石津町西 セリアハウス

スーパーオートバックス泉北原山台店 浜寺石津町東 コノミヤ　浜寺石津店

スーパードラッグイレブン原山台店 浜寺諏訪森町中 ベストマート諏訪森店

テラセ美容室原山台店 浜寺諏訪森町西 トヨタカローラ南海　諏訪森店

晴美台 石原書店 トヨタカローラ南海　諏訪森プラザ

ファミリーマート泉北晴美台3丁店 ネッツトヨタいずみ南海　諏訪森店

檜尾 エル・エストナショナルテニススクール泉北 ネッツトヨタ南海　諏訪森店

小浦石油㈱B-cleセンター赤坂台 フォルクスワーゲン　DUO　堺

御池台 みいけ書房 スーパードラッグイレブン諏訪ノ森店

美木多上 イズミゴルフ 浜寺船尾町東 楽天風呂　祥福の湯

天然温泉スパ・リフレ 浜寺南町 Ｎａｔｓ　Ｈａｉｒ　Ｆｉｅｌｄ

三原台 ジョイパーク泉ヶ丘 酒いちば 浜寺店

ネッツトヨタいずみ南海　泉北ニュータウン店 北条町 山西歯科医院

桃山台 嶋田クリニック 堀上緑町 シマヅ通信サービス

スーパーQA

清城堂書店

TOKYU栂・美木多店

栂・美木多駅

和田東 美容室ウキウキ倶楽部泉ヶ丘店

光明台 ㈱スーパーサンエー光明台店

ヘアーブランシェ

室堂町 ｴｽﾃﾃｨｯｸｻﾛﾝ　プリンセス

ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｯｸﾞｲﾚﾌﾞﾝ光明池店

ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｯｸﾞｲﾚﾌﾞﾝCOMBOX光明池店

美容室ウキウキ倶楽部光明池店

西　区南　区 他


