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㈱オークワプライスカット和泉鶴山台店 和泉市上町４６４－４ 小売業

サンドラッグ和泉上町店 和泉市上町７４３－１ ドラッグストア

㈱柴田サイクルセンター 和泉市太町２１６

自転車・バイク販売修理

Ｈａｉｒ　ｓｔｕｄｉｏ　ｚｅａｘ 和泉市太町２３－１
美容室（サービス業）

サイクル・パーキング・シバ(駐輪場）&ドリーム・シバ（カフェ）

和泉市太町３６

サービス業（自転車預りとカフェ）

㈲シバスポーツ 和泉市太町３６
スポーツ用品小売業

キダデンキ 和泉市太町４１－１１２ 電気工事

ウエルシア和泉鶴山台店 和泉市太町５５７ ドラッグストア

オガワ薬局

和泉市王子町２－１１－３９　カームネスハイツ１Ｆ

薬局

お好み焼　栄吉 和泉市王子町３－８－２１ 飲食業

奴寿し 和泉市幸１－６－５

すし店（仕出し・出前も可）

佐竹ガラス株式会社 和泉市幸２－１１－３０

ガラス製品・その他雑貨

カフェ・レスト　逵田 和泉市幸２－２－３９－１０８ 洋食全般

ファミリーサロンマツモト 和泉市幸２－５　３１－Ｃ 理容美容

八百屋　喜左衛門 和泉市幸２－５－２７ 八百屋

みどり文具店 和泉市幸２－５－３６ 文具小売

㈲三坂精米 和泉市尾井町１７ 米穀販売

学研ＣＡＩスクール　北信太駅前教室 和泉市尾井町１－９－８ 学習塾

セブンイレブン和泉尾井町２丁目店 和泉市尾井町２－２－５
コンビニエンスストア

喜多米穀店 和泉市尾井町２－５－１５ 米穀販売

イケチュー鶴山台店 和泉市尾井町２－９－１５ スーパーマーケット

セブンイレブン和泉尾井町店 和泉市鶴山台１－２１－３
コンビニエンスストア

児童発達支援・ディサービス　にじ 和泉市鶴山台２－１－１

寺岡書店 和泉市鶴山台２－１－１０５ 書店

花松園芸生花店 和泉市鶴山台２－１－１－１０１ 生花販売

シルクロード 和泉市鶴山台２－１－１－１０４ 飲食店

レストランＱ 和泉市鶴山台２－１－１－１０６ 飲食業

理容　幸 和泉市鶴山台２－１－２－１０１ 理容業

王子町

幸

尾井町

上町

太町

和泉市プレミアム付商品券
【ココロトリコ ⅰ クーポン】

取扱店舗一覧【順不同】

全店券（緑色の商品券）がご使用可能です。



サン美容室 和泉市鶴山台２－１－２－１０２ 美容業

シューズ　ユニオン 和泉市鶴山台２－１－２－１０４ シューズ

堀内米穀店 和泉市鶴山台２－１－２－１０６ 米穀

支援連絡会 和泉市鶴山台２－１－２－１０８ 介護等器具販売

イセヅドライ 和泉市鶴山台２－１－２－１１５ クリーニング

シャトー美容室 和泉市鶴山台２－１－２－１１６ 美容業

カットハウス明星 和泉市鶴山台２－１－２－１１７ 理容業

森田鍼灸整骨院 和泉市鶴山台２－１－３－１０１

鍼灸マッサージ・整骨

㈱セイコー鶴山店 和泉市鶴山台２－１－４－１０２

家電販売・リフォーム

ワイズ教育学館　鶴山台校 和泉市鶴山台２－１－４－１０３ 学習塾

リカーショップ　よこた 和泉市鶴山台２－１－４－１０４ 酒販店

辻中薬局 和泉市鶴山台２－１－４－１０５ 薬局

山本商店 和泉市鶴山台２－１－４－１０６ パン・タバコ・菓子

カナート㈱鶴山台店 和泉市鶴山台２－１－５ 食品スーパー

黒鳥町 本山薬局 和泉市黒鳥町４－３－４ 小売店

ビューティサロンいわもと 和泉市伯太町２－３２－４ 美容業

割烹　だるま荘 和泉市伯太町３－１１－１６ 料理店

井上本町米穀店 和泉市伯太町５－２０－３７ 米穀

㈲イノウエ住設 和泉市伯太町５－２１－１２

住宅リフォーム・住宅設備商品販売

フレッシュマート　サンパール 和泉市伯太町６－１０－５ 食品スーパー

焼肉くろちゃん 和泉市伏屋町１－１２－２７ 飲食業（焼肉店）

トータルファッションＦＲＥＲＥ 和泉市伏屋町２－１３－７ メンズ&レディース

楽食居酒屋　隣善 和泉市伏屋町２－２－１７ 居酒屋（飲食店）

光明池運転試験場前　めがねのフォルテ 和泉市伏屋町３－５－４０ 眼鏡小売店

パソコンスクール/ライセンススクールＰＣランド

和泉市伏屋町３－７－９　ＩＳビル４Ｆ・５Ｆ ＩＴ関連

（合）ゴスペル・ライト・ストア 和泉市伏屋町４－３－８３ 小売業

ハンワ電化 和泉市伏屋町４－６－１４
電気工事・家電販売

トヨタカローラ南海㈱　光明池店・光明池プラザ

和泉市伏屋町５－４－１１
自動車販売・整備業

フォルクスワーゲン　光明池 和泉市伏屋町５－４－１８
自動車販売・整備業

ネッツトヨタ南海㈱　光明池店 和泉市伏屋町５－４－２０
自動車販売・整備業

㈱キリン堂　和泉中央店 和泉市池田下町１７０－１ ドラッグストア

万代　和泉中央店 和泉市池田下町３７７－１ 食品スーパー

ドコモショップ和泉中央店 和泉市池田下町１４３ 携帯電話販売

ＪＡいずみの北池田　購買店舗 和泉市池田下町２７３－１ お米・園芸資材

炭焼彩菜　ＫＡＭＡＤＯ 和泉市池田下町３８６－１ 焼鳥店

鶴山台

伯太町

伏屋町

池田下町



酒のスーパードライ 和泉市いぶき野２－１１－８ 酒ディスカウント

モトパーク　MOTO　PARK 和泉市いぶき野２－９－２

スクーター・電動自転車販売修理

コープ和泉中央 和泉市いぶき野４－５－１９ 総合小売業

ココカラファイン　コープ和泉中央店

和泉市いぶき野４－５－１９　コープタウン２Ｆ

ドラッグストア

イズミヤ㈱　和泉中央店 和泉市いぶき野５－１－１ 総合小売業

㈱天牛堺書店 和泉市いぶき野５－１－１ 書籍小売他

HOKUO 和泉市いぶき野５－１－１１ パン

あかつき 和泉市いぶき野５－１－１１ 寿司

川路水産 和泉市いぶき野５－１－１１ 鮮魚

COSMETICS ユキ　COSMETICS 和泉市いぶき野５－１－１１ 化粧品

FUJICOLOR　PALETTE　PLAZA 和泉市いぶき野５－１－１１ カメラ・DPE

グルメテラス 和泉市いぶき野５－１－１１ フードコート

ミスタークラフトマン 和泉市いぶき野５－１－１１ リペア

ファインクリーニング 和泉市いぶき野５－１－１１ クリーニング

ミスタードーナツ 和泉市いぶき野５－１－１１ ドーナツ

ピーチクラブ 和泉市いぶき野５－１－１１ ファンシー雑貨

銘菓創苑　河井慶長 和泉市いぶき野５－１－１１ 和菓子

クックデリ御膳 和泉市いぶき野５－１－１１ 惣菜・弁当

野菜の店　にしだ 和泉市いぶき野５－１－１１ 青果

ＥＲＩＮＥ 和泉市いぶき野５－１－１１ 婦人服

ラメール 和泉市いぶき野５－１－１１ 婦人服

ＹＡＬＩＥ 和泉市いぶき野５－１－１１ レディース

Ｍｕｓｅ　ミューズ　 和泉市いぶき野５－１－１１ バッグ

ジュエリーフルミヤ 和泉市いぶき野５－１－１１ ジュエリー

メガネの愛眼 和泉市いぶき野５－１－１１ メガネ

Ｗａｌｋ　Ｕｐ 和泉市いぶき野５－１－１１ シューズ

ペルル 和泉市いぶき野５－１－１１ ホビークラフト

アイ・スペース和泉中央店 和泉市いぶき野５－１－１１ コンタクト用品

木下書店 和泉市いぶき野５－１－１１ 書籍

ダートコーヒー 和泉市いぶき野５－１－１１ カフェ

一力 和泉市いぶき野５－１－１１ うどん

ジュピター 和泉市いぶき野５－１－１１

輸入食品・コーヒー豆

洋食厨房Ｐｅｔｉｔｓ　グルマン 和泉市いぶき野５－１－１１ 洋食レストラン

ジュエル　フジミ 和泉市いぶき野５－１－１１ ジュエリー

アカチャンホンポ　エコール・いずみ店 和泉市いぶき野５－１－１４ 小売業

いぶき野



プラスエイト 和泉市いぶき野５－１－１４ 子供服

プッチーニ 和泉市いぶき野５－１－１４ ファッション

自然堂 和泉市いぶき野５－１－１４

天然石・アクセサリー

ガトーロマンティーク 和泉市いぶき野５－１－１４ レディース

ピンクダイアモンド 和泉市いぶき野５－１－１４ レディース

コミュニティ カフェ 　オアシス

和泉市いぶき野５－１－７ アムゼモール２F

喫茶

トヨタカローラ南海㈱　いぶき野店・いぶき野プラザ

和泉市いぶき野５－４－３
自動車販売・整備業

和泉市生涯学習センター 和泉市いぶき野５－４－７ サービス業

ＫＥＹ’Ｓ　　ＣＡＦＥ　　和泉中央店

和泉市いぶき野５－４－７　 和泉シティプラザ内

飲食業

ＤＣＭダイキ 和泉市いぶき野５－６－１７ ホームセンター

ルージュトマト　和泉中央店 和泉市いぶき野５－７－３ 飲食業

漁師の台所 和泉市いぶき野５－７－４ 飲食業

ＳＥＥＫ美容室 和泉市箕形町２－１２－３ 美容業

グリーンステージ泉州 和泉市箕形町５－７－１３ ゴルフ練習場

トヨタカローラ南海㈱　和泉箕形店 和泉市箕形町３－１－５３
自動車販売・整備業

ケーキの店　ありこるーじゅ 和泉市箕形町３－９－７ 洋菓子販売

ビューティ・サロン多美 和泉市阪本町１２５９　　１Ｆ 美容室

ヘアーサロン　シラハマ 和泉市阪本町１８５－１ 理容業

冨尾石油株式会社　和泉阪本ＳＳ 和泉市阪本町２６８－１ ガソリンスタンド

エバグリーンプラス和泉芦部店 和泉市芦部町１－８

小売業（ドラッグストア）

Ｄｏｇ　Salon　アイリー 和泉市芦部町２２１

犬　美容室（トリミングサロン）

一条院町 デイリーヤマザキ和泉一条院町店 和泉市一条院町３９－４
コンビニエンスストア

やまもと米酒店 和泉市寺田町２－２－４０ 酒類・お米小売業

山陽マルナカ和泉店 和泉市寺田町２－３－５ 食品スーパー

Ｈａｐｐｙ笑店 和泉市寺田町３－１－５４ 小売業

寺門町 西上酒販・米穀 和泉市寺門町１－３－７ 小売業

眼鏡市場和泉観音寺店 和泉市観音寺町１７３－１

小売業（メガネ販売）

サンドラッグ和泉観音寺店 和泉市観音寺町２２０－１ ドラッグストア

丸進サイクル 和泉市観音寺町６５６

スクーター・電動自転車

鉄板居酒屋しえろ 和泉市観音寺町６８１－１ 飲食業

ｉｔａｌｉａｎ　ｂａｒ　ＭＵＳＩＣＡ 和泉市観音寺町６８５　　２Ｆ 飲食店

カワ　和泉店 和泉市観音寺町７１５－１－３ パン製造販売

キモト薬局 和泉市観音寺町８４２－１ 薬局・医薬品販売

フローリスト　TAKAHASHI 和泉市観音寺町６８５

生花小売・アレンジ教室

キグナス石油和泉サービスステーション 和泉市桑原町４０３ ガソリンスタンド

箕形町

阪本町

芦部町

寺田町

観音寺町

桑原町



エネオス和泉桑原町ＳＳ 和泉市桑原町８５－１ ガソリンスタンド

本家かまどや和泉府中店 和泉市府中町１－１－８ 弁当屋

ココカラファイン和泉府中店 和泉市府中町１－１８－２２ ドラッグストア

たばこショップ木村

和泉市府中町１－２０－１（フチュール和泉）

たばこ販売

駐輪場まるいち 和泉市府中町１－２－１０ 駐輪場

地産旬食ダイニングあかざわ 和泉市府中町１－２－１０ 飲食業

キッチン　カフェ　ミユキ 和泉市府中町１－２１－２ 喫茶・レストラン

マルゼン楽器店 和泉市府中町１－２－１６ ＣＤ・ＤＶＤ・販売

小川鍼灸院 和泉市府中町１－２－１９ 鍼灸院

写真のマツガミ 和泉市府中町１－２－２０ 写真撮影

タカハラ 和泉市府中町１－２２－１３ 衣料品

(株)睦電器商会 和泉市府中町１－２－２３

電気製品販売及び電気工事

a.c.mアートカフェムツミ 和泉市府中町１－２－２３ 飲食業　カフェ

船越履物店 和泉市府中町１－２３－２　阪和ストア内 履物小売業

㈱ナイスツーリスト 和泉市府中町１－２４－１ 旅行業

さくらんぼ 和泉市府中町１－２－９

衣料品販売（小売業）

いずみエンゼルハウス府中 和泉市府中町１－３－１１ 子育て支援施設

かしいしょうプラザ・きもの庄司 和泉市府中町１－３－１５

呉服レンタル・加工・販売

鉄板焼　秀吉　ｂｙ路地裏 和泉市府中町１－３－１５ 鉄板焼　お好焼

じーばーのお店 和泉市府中町１－３－１７ 食事とお弁当

串処　愛勝 和泉市府中町１－３－１８ 居酒屋

フォトスタジオ　ニシツジ 和泉市府中町１－３－５ 写真撮影業

門林商店 和泉市府中町１－３－７ 食料品店

辻村住宅設備機器 和泉市府中町１－４－１ 小売業（ＬＰガス）

サカエ化粧品店 和泉市府中町１－４－１

化粧品・食用天然オリーブオイル&酵素

大畑印章店 和泉市府中町１－４－１１ 印章業

フジワラ時計店 和泉市府中町１－４－１１ 宝石・時計小売業

お好み焼赤坂 和泉市府中町１－４－１３

お好み焼・焼そば調理販売

女神美容室 和泉市府中町１－４－１３ 美容業

コシモ化粧品店 和泉市府中町１－５－１ 化粧品店

カフェレストラン　％ 和泉市府中町１－５－１４ カフェ　飲食

大阪王将 和泉市府中町１－５－１４ 中華料理店

インド料理　サンガム 和泉市府中町１－５－２ 飲食(インド料理）

Ｂａｋｅｒｙ　Ｈｏｍｅ　Ｂｏｕｎｄ 和泉市府中町１－５－５ パン屋

フローリスト　花人 和泉市府中町１－５－９ 生花店

桑原町



宝石・時計かわばた 和泉市府中町１－６－１１
宝石・時計の小売業

珈琲館　薔薇屋 和泉市府中町１－６－１１ 飲食

Ｋ２　ＥＸＴ 和泉市府中町１－６－１３ 美容室

健康まもる整骨院　鍼灸院 和泉市府中町１－６－１５ 整骨・鍼灸

おふくろの味　うず 和泉市府中町１－６－１６ 居酒屋

マクドナルド 和泉市府中町１－６－１７

ハンバーガーレストラン

大福餅 和泉市府中町１－６－２ 生菓子製造販売

ＴＨＥ　Ｒｏｃｋｓ 和泉市府中町１－６－３

ショットバー（ＢＡＲ&DINNER）

ききょうや 和泉市府中町１－６－４ 身の回り品小売業

Ｂａｋｅｒｙ　ｋｉｔｃｈｅｎ　路地裏 和泉市府中町１－６－６ レストラン

コシモ薬局本店 和泉市府中町１－６－７ 調剤薬局

新日本ミュージック(株) 和泉市府中町１－６－９ 楽器店

クレメガネ　本店 和泉市府中町１－８－３ メガネ・補聴器小売

バンビー 和泉市府中町１－８－３　 子供服

㈲柳寿司 和泉市府中町１－８－３　 飲食

チエイ 和泉市府中町１－８－３　 飲食

くらもと 和泉市府中町１－８－３　１Ｆ 飲食

一寸法師 和泉市府中町１－８－３　１Ｆ 飲食

リラックス　ハンズ 和泉市府中町１－８－３　１Ｆ マッサージ

セブン 和泉市府中町１－８－３　１Ｆ 飲食（スナック）

歌声さろん　Ｋ’Ｓスタジオ・アカデミー 和泉市府中町１－８－３　２Ｆ 歌教室

日本料理みやこ 和泉市府中町２－１－５ 飲食業（和食）

セブンイレブン和泉府中町２丁目店 和泉市府中町２－３－１３
コンビニエンスストア

飯坂食糧 和泉市府中町２－３－２５ 米穀店

㈱和泉モータース 和泉市府中町２－５－８ 自動車修理・車検

かどや食堂 和泉市府中町３－１－１ 飲食業

㈱とみお 和泉市府中町３－１５－１４ 酒類小売

グラフミューラー和泉店 和泉市府中町３－１６－２ 菓子製造業

お米のたなべ　田辺米穀店 和泉市府中町３－１６－２７ 米穀販売

岡巳之 和泉市府中町３－４－５ 仕出し業・飲食業

セブンイレブン和泉桑原店 和泉市府中町4-12-21
コンビニエンスストア

理容大阪館 和泉市府中町４－５－１６ 理容業

めがねの辻村 和泉市府中町４－６－１２

レンズ製造・メガネ販売

川端自転車店 和泉市府中町５－１－１
自転車・修理販売業

万代　和泉府中店 和泉市府中町６－１４－２５ 食品スーパー

府中町



中森クリーニング 和泉市府中町６－２－３２ クリーニング業

電化の店ふちゅう 和泉市府中町７－３－２６ 家庭電化製品販売

府中薬店 和泉市府中町７－３－４３ 薬店・薬・雑貨・他

老舗お好み焼・鉄板焼ナンバーワン 和泉市府中町７－３－４３ 飲食業

タナカウ 和泉市府中町７－３－４６

文具・事務用品・印刷・ゴム印・ギフト販売

丸福商店 和泉市府中町７－４－１６ 衣料・寝具

米ぬか酵素風呂桧

和泉市府中町７－５－５２　スカイラークＡＢＣビル

公衆浴場業

ぶつだん高橋 和泉市府中町７－８－２

仏壇・仏具・墓石販売

セブンイレブン　和泉府中駅西店 和泉市府中町８－１２１６－３
コンビニエンスストア

メガネの愛眼　和泉府中店 和泉市府中町８５０－１

メガネ・補聴器の販売

㐂久屋本店 和泉市府中町１－２４－２ 寿司、仕出し

サロン・ド・たんぽぽ。 和泉市府中町３－１－１６ リンパエステ

和食さと　和泉府中店 和泉市府中町４－１３－１０ ファミリーレストラン

ｉｇｌｏｏ 和泉市府中町４－２１－１８ 美容室

奥野米穀酒店 和泉市和気町１－１－２３

米・酒・たばこ・くすり小売業

㈲タイヤ館　和泉 和泉市和気町１－６－２３
カー用品 販売　取付

大阪アメリカ村　たこ焼甲賀流和泉店 和泉市和気町３－１４－１０
たこ焼製造及び販売

和泉タクシー㈱ 和泉市和気町３－３４４－１ タクシー

ショット和泉店 和泉市和気町４－１－４

小売業（カジュアル衣料販売）

きさんじ和気店 和泉市和気町４－１－９ 居酒屋

㈲府中 和泉市小田町１－１－１

建築金物・道具・リフォーム・エクステリア

ロゴヒット　グラフィックス 和泉市小田町２－２３－８９ グラフィックデザイン

㈱オークワ　オークワ和泉小田店 和泉市小田町３－１０－１ 小売業

セブンイレブン和泉小田町店 和泉市小田町４７９－１
コンビニエンスストア

繁和町 ㈲福井建具 和泉市繁和町２－１１

ドア・フスマ・ガラス・アルミサッシ等

イオン和泉府中店 和泉市肥子町２－２－１ 総合スーパー

ネッツトヨタ南海㈱　いずみ店 和泉市肥子町２－４－５４
自動車販売・整備業

居酒屋　末よし 和泉市肥子町１－１１－６ 居酒屋

コスメティックス　コシモ 和泉市肥子町２－２－１ 化粧品販売

カメラのオク 和泉市肥子町２－２－１ ＤＰＥ・カメラ

おとと 和泉市肥子町２－２－１ 鮮魚の販売

タカラブネ　イオン和泉府中店 和泉市肥子町２－２－１ 洋菓子販売

小川珈琲クリエイツ　和泉府中店 和泉市肥子町２－２－１ 飲食業

お茶の玉宗園 和泉市肥子町２－２－１ 茶販売

四六時中和泉府中店 和泉市肥子町２－２－１ 飲食業

和気町

小田町



ＭＩＸ　ＭＯＴＩＯＮ 和泉市肥子町２－２－１ 販売

宝石・時計かわばた 和泉市肥子町２－２－１ 宝石・時計販売

エビス 和泉市肥子町２－２－１ サービス業（理容）

紳士服　ツカモト 和泉市肥子町２－２－１ 紳士服販売

ピーチクラブ府中店 和泉市肥子町２－２－１ バラエティー雑貨

Ｃａｒｏ 和泉市肥子町２－２－１

和・洋陶器インテリア雑貨販売

ＦＩＦＴＹ　ＦＩＶＥ 和泉市肥子町２－２－１ 衣料品小売

未来屋書店　和泉府中店 和泉市肥子町２－２－１ 書籍販売

メガネの三城 和泉市肥子町２－２－１

小売業（メガネ販売）

カフェ　あじさい 和泉市肥子町２－２－１ カフェ

イトミヤ　ピンクダイアモンド　和泉府中店 和泉市肥子町２－２－１ 婦人服販売

野菜の店にしだ　イオン和泉府中店 和泉市肥子町２－２－１ 小売（野菜販売）

セプドール 和泉市肥子町２－２－１ 婦人服販売

マジックミシン 和泉市肥子町２－２－１ 洋服リフォーム

(株)シーマン　レストランセイリング 和泉市肥子町２－２－１ 飲食業

イオン和泉府中店　旅のサロン 和泉市肥子町２－２－１ 旅行業

ケンタッキー・フライドチキン　イオン和泉府中店

和泉市肥子町２－２－１ 飲食業

ＭＩＸ-O　イオン和泉府中店

和泉市肥子町２－２－１　イオン和泉府中２F

衣料販売

クレメガネ　イオン店

和泉市肥子町２－２－１イオン和泉府中３Ｆ

メガネ・補聴器小売

前川サイクル商会 和泉市肥子町２－５－３

自転車・単車販売修理

フォトクラブ　げんぞう 和泉市葛の葉町１－１１－２３ 写真現像・撮影業

ゲオ高石店 和泉市葛の葉町３－１－６５ 小売業

くだもの王国　アオイ農園 和泉市葛の葉町３－３－１１

果物小売・フルーツパーラー

大きいサイズの店　フォーエル和泉店 和泉市葛の葉町３－３－８ 衣料品販売

㈲柏米穀店 和泉市葛の葉町２－１－２ 米穀店

神戸唐唐亭　和泉店 和泉市富秋町２－１０－６ 飲食店

ドン・キホーテ 和泉店 和泉市富秋町２－７－１６ ディスカウントストア

ＴＳＵＴＡＹＡ和泉２６号線店 和泉市富秋町２－８－１７

小売業（レンタル・販売）

セブンイレブン和泉池上町店 和泉市池上町１０９－１
コンビニエンスストア

四国庵 和泉市池上町１－４－１２ 飲食

栄久堂�宗 和泉市池上町１－４－１４ 菓子製造販売

らー麺　スミイチ　和泉店 和泉市池上町９０７ 飲食 ラーメン・餃子

串焼と釜飯 とりでん 和泉第二阪和店 和泉市池上町２７９－１

飲食 焼鳥・鳥料理・釜飯

ホームセンターコーナン和泉中央店 和泉市室堂町１１０ ホームセンター

ウエルシア和泉光明池駅前店 和泉市室堂町１７２３ ドラッグストア

肥子町

葛の葉町

富秋町

池上町



ごはんカフェ　ＣＬＯＶＥＲ 和泉市室堂町５９６－１５ 飲食業

産直焼肉ビーファーズ　光明池店 和泉市室堂町７－１ 産直焼肉

マツゲンコムボックス光明池店 和泉市室堂町８２４－３６ スーパーマーケット

Ｊｏｓｈｉｎ　光明池店 和泉市室堂町８２４－３６ 電気製品の販売

ウエルシアＣＯＭＢＯＸ光明池店 和泉市室堂町８２４－３６ ドラッグストア

宮脇書店コムボックス光明池店

和泉市室堂町８２４－３６　コムボックス光明池２Ｆ

（書籍・文具・雑貨）小売業

ダイエー光明池店 和泉市室堂町８４１－１ 小売店

メガネのセンコー 和泉市和田町２２０－１ 眼鏡・補聴器小売

マツゲン光明池店 和泉市和田町２５６ スーパーマーケット

浦田町 テマサのおさしみわかめ南大阪海藻 和泉市浦田町６３０－９ 海産物小売

メガネの愛眼　和泉万町店 和泉市万町１０５０

メガネ・補聴器の販売

万代　和泉万町店 和泉市万町１０５５ 食品スーパー

和食ダイニング田田 和泉市万町１４９ 飲食業（食堂）

菓子工房　Ｔ．ＹＯＫＯＧＡＷＡ和泉中央本店

和泉市万町２６８－１ 菓子製造・販売

サイクルショップＰＯＮＹ 和泉市万町４２４ 自転車販売

福田マッサージ 和泉市万町６２－５ 治療院

萌えぎ 和泉市のぞみ野１－１２－２５ 飲食業

制服の店マスダ和泉中央店 和泉市のぞみ野１－１２－３１ 衣料品小売業

菓子工房　Ｔ．ＹＯＫＯＧＡＷＡのぞみ野店 和泉市のぞみ野１－１２－３４ 菓子製造・販売

デリカテッセン　コンポヴェルデ

和泉市のぞみ野１－２－４１　イチクラビル1F

イタリアン　惣菜&ワインショップ

レストラン　コンポステラ

和泉市のぞみ野１－２－４１　イチクラビル２F

イタリアン

西友　のぞみ野店 和泉市のぞみ野２－１２３７－１８ スーパーマーケット

焼肉レストラン・ぜんべゑ 和泉市のぞみ野２－１３７８－５ 飲食店　焼肉

業務スーパー和泉のぞみ野店 和泉市のぞみ野２－１３７９－７ 食品販売

セブンイレブン和泉のぞみ野店 和泉市のぞみ野３－１１７２－４
コンビニエンスストア

㈱キリン堂　のぞみ野店 和泉市のぞみ野３－１２３７－１１ ドラッグストア

レストラン　プチラパンしんむら 和泉市のぞみ野３－１２３７－５２ 洋食レストラン

ヒーリングサロン　びせり 和泉市のぞみ野３－１２３７－５９

ﾏｯｻｰｼﾞ・ｴｽﾃ・ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝ

アトムのぞみ野店（マスザワ電器） 和泉市のぞみ野３－７７８－４６ 家電販売

グラスハウス　オオシマ 和泉市のぞみ野３－７７８－５９ メガネ小売

松安堂薬局 和泉市のぞみ野３－７７８－９８ 薬局

セブンイレブン和泉はつが野店 和泉市はつが野２－８－４
コンビニエンスストア

ｃｕｃｉｎａ ｉｇｕｓａ 和泉市はつが野３－１２－２

飲食業（イタリア料理）

ｄｚ.ｂａｋeｒｙ&ｃａｆｅ 和泉市はつが野３－１－９ パン製造販売・喫茶

㈲郷・エコフォーム 和泉市光明台１－３２－７－１０４号

造園業・植木の剪定・消毒作業

室堂町

和田町

万町

のぞみ野

はつが野



ラビット　北坂 和泉市光明台３－２－１０９ 青果・食料品

スーパーサンエー光明台店 和泉市光明台３－２－６ 小売業

平井町 ウエルシア和泉納花店 和泉市平井町３２６－６ ドラッグストア

ヘアーデザイン　Ｍ＆Ｍ 和泉市納花町２８５ 美容室

㈱オークワ　スーパーセンター和泉納花店

和泉市納花町３１３ 小売業

おやじのたまご　ループ 和泉市納花町２４４－１ 菓子製造業、小売

京都高台寺「天風」納花店 和泉市納花町３３１ 飲食業

鍛冶屋町 サロン・ド・たんぽぽ。 和泉市鍛冶屋町１９４ リンパエステ

下宮町 飯阪石油商会 和泉市下宮町８８－３ ガソリンスタンド

北田中町 ＪＡいずみの横山　購買店舗 和泉市北田中町２０４－３ お米・園芸資材

福瀬町 本家さぬきや　和泉福瀬店 和泉市福瀬町３８６－３ 飲食業

春木川町 ヘアーサロン富士 和泉市春木川町４５ 理容業

大野町 農林産物直売所　葉菜の森 和泉市大野町９７３－３ 小売業

坪井町 ギフトピア茶夢 和泉市坪井町４５３ お茶小売

道の駅　いずみ山愛の里 和泉市仏並町３９８－１ 小売業

全日食チェーン横山店 和泉市仏並町７０７ 食品スーパー

柿本自動車工業㈱ 和泉市仏並町８２６－１

自動車販売・修理・鈑金

喫茶　ピエロ 和泉市仏並町１６９７ 飲食業

久井町 しぶ柿ノ葉寿し　大森屋 和泉市久井町１６３－１ 食品製造小売

テクノステージ伊丹産業㈱ 和泉市テクノステージ３－１１－１ 各種ガス機器販売

ウエルシア和泉唐国店 和泉市唐国町１－１６－６ ドラッグストア

ＨＡＩＲ’ＬＵＦＴ　ヘアーズルフト 和泉市唐国町１－１７－５７ 美容室

ヘアーサロン　ていねい館 和泉市唐国町１－７－３０ 理容業

シビスおくむら 和泉市唐国町２－２－２７ お酒等販売

きさんじ唐国店 和泉市唐国町２－１２－５６ 居酒屋

きたがわ電器 和泉市青葉台２－１６－６ 家電製品販売

理容タテイシ 和泉市青葉台２－１６－６ 理容

グリーンプランナー 和泉市青葉台２－２４－４

植物販売・ガーデニング工事

沖縄家庭料理　琉球 和泉市青葉台２－９－１３ 飲食業

㈱オークワ　和泉中央店 和泉市内田町１－４－８ 小売業

染と織むらい・むらい呉服店 和泉市内田町２－７－５

呉服・和装小物・贈答品

う我友 和泉市内田町３－３－１４ 魚屋

和菜工房こうりん 和泉市内田町２－１－８ 居酒屋

ケーズデンキ岸和田和泉インター店 和泉市あゆみ野３－３－１ 家電小売

三井ショッピングパーク　ららぽーと和泉 和泉市あゆみ野４－４－７
ショッピングセンター

納花町

仏並町

唐国町

青葉台

内田町

光明台



アカチャンホンポ 和泉市あゆみ野４－４－７ ベビー・子供用品

ラフィネ 和泉市あゆみ野４－４－７ リラクゼーション

こども写真城 スタジオアリス 和泉市あゆみ野４－４－７ 写真スタジオ

うちの食堂 和泉市あゆみ野４－４－７ 和食

鶴橋風月 和泉市あゆみ野４－４－７ お好み焼き

カプリチョーザ 和泉市あゆみ野４－４－７ イタリアン

とんかつ かつ喜 和泉市あゆみ野４－４－７ とんかつ

PRECIOUS BUFFET 和泉市あゆみ野４－４－７ ビュッフェレストラン

海と大地の恵　京都蕎麦　天風 和泉市あゆみ野４－４－７ 蕎麦

ロンフーダイニング 和泉市あゆみ野４－４－７ 中華

しゃぶ菜 和泉市あゆみ野４－４－７

しゃぶしゃぶ、すき焼き

創作オムライス ポムの樹 和泉市あゆみ野４－４－７ 洋食

タリーズコーヒー 和泉市あゆみ野４－４－７ シアトルカフェ

ゴディバ 和泉市あゆみ野４－４－７ チョコレート

coote Gready Brilliant 和泉市あゆみ野４－４－７ レディス

ビストロ309 和泉市あゆみ野４－４－７ 洋食

串家物語 和泉市あゆみ野４－４－７ 串揚げビュッフェ

ル・クルーゼ 和泉市あゆみ野４－４－７ キッチン雑貨

マハラジャ・ダイヤモンド 和泉市あゆみ野４－４－７ ジュエリー

おかしのまちおか 和泉市あゆみ野４－４－７ 菓子

無印良品 和泉市あゆみ野４－４－７

衣服・雑貨・生活雑貨・食品

薬 マツモトキヨシ 和泉市あゆみ野４－４－７ ドラッグストア

口福堂 和泉市あゆみ野４－４－７ 和菓子

銀のあん 和泉市あゆみ野４－４－７ たいやき

炭火やきとり一鳥一炭 和泉市あゆみ野４－４－７ 鶏惣菜

DELICATESSEN　かつ喜 和泉市あゆみ野４－４－７ とんかつ惣菜

ノムラクリーニング 和泉市あゆみ野４－４－７ クリーニング

マジックミシン 和泉市あゆみ野４－４－７ 洋服のお直し

JA全農ファーマーズ 和泉市あゆみ野４－４－７ スーパーマーケット

ミスタードーナツ 和泉市あゆみ野４－４－７ ドーナツ

マクドナルド 和泉市あゆみ野４－４－７ ハンバーガー

3COINS+plus 和泉市あゆみ野４－４－７ バラエティ雑貨

niko and… 和泉市あゆみ野４－４－７

レディス・メンズ・雑貨

グラニフ 和泉市あゆみ野４－４－７ レディス・メンズ

ベルシュカ 和泉市あゆみ野４－４－７ レディス



Flying Tiger Copenhagen 和泉市あゆみ野４－４－７ 生活雑貨

サマンサ＆シュエット 和泉市あゆみ野４－４－７ バッグ・靴・雑貨

Stradivarius 和泉市あゆみ野４－４－７ レディス

サンリオギフトゲート 和泉市あゆみ野４－４－７ キャラクター雑貨

ポポンデッタ 和泉市あゆみ野４－４－７ 鉄道模型

ペットパラダイス デラックス 和泉市あゆみ野４－４－７ ペット

OLD　ＮAVY 和泉市あゆみ野４－４－７

レディス・メンズ・キッズ

トーマスステーション／きゃらんど 和泉市あゆみ野４－４－７

キャラクターテーマショップ・アミューズメント

ジェニイ 和泉市あゆみ野４－４－７ キッズ・雑貨

ＡＬＧＹ 和泉市あゆみ野４－４－７ キッズ・雑貨

コンビミニ 和泉市あゆみ野４－４－７
ベビー・キッズ・雑貨

マーキーズ 和泉市あゆみ野４－４－７ キッズ・雑貨

ゲンキ・キッズプラス 和泉市あゆみ野４－４－７ キッズシューズ

プティマイン 和泉市あゆみ野４－４－７ キッズ・雑貨

one's terrace 和泉市あゆみ野４－４－７ 生活雑貨

アフタヌーンティー・ホーム＆リビング 和泉市あゆみ野４－４－７ 生活雑貨

ＫＥＹＵＣＡ 和泉市あゆみ野４－４－７ 生活雑貨

マーレマーレデイリーマーケット 和泉市あゆみ野４－４－７ 服飾雑貨

織部 和泉市あゆみ野４－４－７ 和雑貨

フララニ ハワイ 和泉市あゆみ野４－４－７

レディス・メンズ・雑貨

ルピシア 和泉市あゆみ野４－４－７ 総合茶葉

銀座コージーコーナー 和泉市あゆみ野４－４－７ ケーキ

ドンク エディテ 和泉市あゆみ野４－４－７ ベーカリカフェ

果汁工房 果琳 和泉市あゆみ野４－４－７ ジュースバー

Auntie Anne's 和泉市あゆみ野４－４－７ プレッツェル

KALDI COFFEE FARM 和泉市あゆみ野４－４－７ コーヒー・輸入食材

ブージュルード 和泉市あゆみ野４－４－７ レディス

アウトドアプロダクツ 和泉市あゆみ野４－４－７

レディス・メンズ・服飾雑貨

ＬＵＳＨ 和泉市あゆみ野４－４－７ 自然派化粧品

AMERICAN EAGLE OUTFITTERS 和泉市あゆみ野４－４－７

レディス・メンズ・キッズ

studio CLIP 和泉市あゆみ野４－４－７

レディス・キッズ・雑貨

マザウェイズ 和泉市あゆみ野４－４－７ キッズ・雑貨

apres les cours 和泉市あゆみ野４－４－７ キッズ・雑貨

スウィートファクトリープラス 和泉市あゆみ野４－４－７ キャンディー

ゾフ・マルシェ 和泉市あゆみ野４－４－７ メガネ



a.g.plus 和泉市あゆみ野４－４－７ レディス

E hyphen world gallery 和泉市あゆみ野４－４－７ レディス

INGNI 和泉市あゆみ野４－４－７ レディス

靴下屋 和泉市あゆみ野４－４－７ レッグウェア

大阪王将 和泉市あゆみ野４－４－７ 中華

自家製麺　杵屋麦丸 和泉市あゆみ野４－４－７ うどん

びっくりドンキー ポケットキッチン 和泉市あゆみ野４－４－７ ハンバーグ

パルメナーラ 和泉市あゆみ野４－４－７ パスタ

リンガーハット 和泉市あゆみ野４－４－７ 長崎ちゃんぽん

たこ八 和泉市あゆみ野４－４－７

たこ焼き、お好み焼き、焼きそば

Hawaiian Pancake Factory 和泉市あゆみ野４－４－７ パンケーキ

ビビム 和泉市あゆみ野４－４－７ 韓国家庭料理

鶏三和 和泉市あゆみ野４－４－７ 親子丼

どうとんぼり神座 和泉市あゆみ野４－４－７ ラーメン

サーティワンアイスクリーム 和泉市あゆみ野４－４－７ アイス

ABC Cosme Store 和泉市あゆみ野４－４－７ 化粧品

＆Giving 和泉市あゆみ野４－４－７ 服飾・生活雑貨

goa ＴＨＥ ＳＴＯＲＥ 和泉市あゆみ野４－４－７ レディス

CECIL DAY'S 和泉市あゆみ野４－４－７

レディス・キッズ・雑貨

AMO'S STYLE by Triumph 和泉市あゆみ野４－４－７ ランジェリー

anySiS 和泉市あゆみ野４－４－７ レディス

ユニクロ 和泉市あゆみ野４－４－７

レディス・メンズ・キッズ

エディオン 和泉市あゆみ野４－４－７ 家電

スーパースポーツゼビオ 和泉市あゆみ野４－４－７ スポーツ

ノーティアム 和泉市あゆみ野４－４－７ 服飾雑貨

ハッピーキャンドル 和泉市あゆみ野４－４－７ 服飾雑貨

アンフィフルフル 和泉市あゆみ野４－４－７ ランジェリー

ＥＬＬＥ 和泉市あゆみ野４－４－７ レディス

ＢＡＹＦＬＯＷ 和泉市あゆみ野４－４－７

レディス・メンズ・雑貨

ウンナナクール ウーマン 和泉市あゆみ野４－４－７ ランジェリー

SHEL'TTER LIMITED STORE 和泉市あゆみ野４－４－７ レディス

ZARA　HOME 和泉市あゆみ野４－４－７ 生活雑貨

douce Harmonie 和泉市あゆみ野４－４－７ レディス

ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング

和泉市あゆみ野４－４－７

レディス・メンズ・キッズ

canal 4℃ 和泉市あゆみ野４－４－７ ジュエリー

あゆみ野



EMODA 和泉市あゆみ野４－４－７ レディス

フリーズマート 和泉市あゆみ野４－４－７ レディス

ミューラー 和泉市あゆみ野４－４－７ レディス

AZUL by moussy 和泉市あゆみ野４－４－７ レディス・メンズ

ピンクレモンツリー 和泉市あゆみ野４－４－７ アクセサリー

ＺＡＲＡ 和泉市あゆみ野４－４－７

レディス・メンズ・キッズ

Gap/GapKids 和泉市あゆみ野４－４－７

レディス・メンズ・キッズ

A・J・D　ACCESSORIES 和泉市あゆみ野４－４－７ アクセサリー

ＬＡＳＨ ＤＯＬＬ 和泉市あゆみ野４－４－７ まつげサロン

ＯＺＯＣ 和泉市あゆみ野４－４－７ レディス

レプシィムローリーズファーム 和泉市あゆみ野４－４－７ レディス

THE KISS 和泉市あゆみ野４－４－７ ジュエリー

C smart 和泉市あゆみ野４－４－７ Apple製品販売

カメラのキタムラ 和泉市あゆみ野４－４－７

カメラ・Apple製品修理

サマンサ ベガ 和泉市あゆみ野４－４－７ バッグ

エスペランサ 和泉市あゆみ野４－４－７

レディスシューズ・キッズ

dazzlin　 和泉市あゆみ野４－４－７ レディス

アースミュージック＆エコロジー ナチュラルストア

和泉市あゆみ野４－４－７ レディス

ネイルズユニーク 和泉市あゆみ野４－４－７ ネイル

BABY GAP 和泉市あゆみ野４－４－７ ベビー

アーノルドパーマータイムレス 和泉市あゆみ野４－４－７

レディス・メンズ・キッズ

ＷＯＲＫＳ. 和泉市あゆみ野４－４－７ レディス・メンズ

アイデクト 和泉市あゆみ野４－４－７

ジュエリーリフォーム・貴金属買取

Ｄｉｓｃｏａｔ 和泉市あゆみ野４－４－７ レディス

チャオパニック　ティピー 和泉市あゆみ野４－４－７

レディス・メンズ・キッズ

THINGIESPLAYLAND 和泉市あゆみ野４－４－７ スマホケース

アーバンリサーチドアーズ 和泉市あゆみ野４－４－７ レディス・メンズ

スターバックス コーヒー 和泉市あゆみ野４－４－７

スペシャルティ コーヒーストア

Douxmiere bijou SOPHIA 和泉市あゆみ野４－４－７ ジュエリー

PLST 和泉市あゆみ野４－４－７ レディス・メンズ

Tic TAC 和泉市あゆみ野４－４－７ 時計

ロフト 和泉市あゆみ野４－４－７ 生活雑貨

B-design 和泉市あゆみ野４－４－７ 寝具・雑貨

ピーチクラブ 和泉市あゆみ野４－４－７ 雑貨

中央コンタクト 和泉市あゆみ野４－４－７ コンタクト



HMV 和泉市あゆみ野４－４－７ ＣＤ・ＤＶＤ

パーツクラブ 和泉市あゆみ野４－４－７ 服飾雑貨

田村書店 和泉市あゆみ野４－４－７ 書店

GU 和泉市あゆみ野４－４－７ レディス・メンズ

LIME.INC 和泉市あゆみ野４－４－７ レディス

チチカカ 和泉市あゆみ野４－４－７ エスニック雑貨

ハートマーケット 和泉市あゆみ野４－４－７ レディス

チュチュアンナ 和泉市あゆみ野４－４－７ ランジェリー、靴下

和ごころりんず 和泉市あゆみ野４－４－７ 着物

R・SHOP 和泉市あゆみ野４－４－７

貴金属ジュエリー・ブランド品の販売（リサイクル品）・質

ザ・ダイソー 和泉市あゆみ野４－４－７ 生活雑貨

Ｄ.Ａ.Ｄ 和泉市あゆみ野４－４－７

カーアクセサリー・アパレル

relation 和泉市あゆみ野４－４－７ レディス・メンズ

ハイダウェイ 和泉市あゆみ野４－４－７ メンズ

アドニスグリーン 和泉市あゆみ野４－４－７ メンズ

TRANS CONTINENTS 和泉市あゆみ野４－４－７ レディス・メンズ

クイックシルバーストア 和泉市あゆみ野４－４－７ レディス・メンズ

ABC-MART 和泉市あゆみ野４－４－７ シューズ

コロンビアスポーツウェア 和泉市あゆみ野４－４－７

スポーツ＆アウトドア

ＷＥＧＯ 和泉市あゆみ野４－４－７ レディス・メンズ

FLAVA CLASSIC 和泉市あゆみ野４－４－７ 帽子

ｃｏｅｎ 和泉市あゆみ野４－４－７

レディス・メンズ・キッズ

THE　SHOP  TK 和泉市あゆみ野４－４－７

レディス・メンズ・キッズ

NEXT BLUE 和泉市あゆみ野４－４－７ レディス・メンズ

カラダファクトリー 和泉市あゆみ野４－４－７ 整体

モンベル 和泉市あゆみ野４－４－７

スポーツ＆アウトドア

ユザワヤ 和泉市あゆみ野４－４－７ 手芸

Mama with Park 和泉市あゆみ野４－４－７

ファミリーエンターテイメント＆カフェ

倉式珈琲店 和泉市あゆみ野４－４－７ カフェ

REGAL SHOES a.k.a 和泉市あゆみ野４－４－７ シューズ

サックスバー アナザー ラウンジ 和泉市あゆみ野４－４－７ バッグ・雑貨

green parks topic 和泉市あゆみ野４－４－７ レディス

AvanLily 和泉市あゆみ野４－４－７ レディス

RANDA 和泉市あゆみ野４－４－７ レディスシューズ

ALZUNI 和泉市あゆみ野４－４－７ 服飾雑貨



三日月百子 和泉市あゆみ野４－４－７ バラエティ雑貨

cactus..cepo. 和泉市あゆみ野４－４－７ レディス

サン宝石 ファンシーポケット 和泉市あゆみ野４－４－７ バラエティ雑貨

ジュリア・オージェ 和泉市あゆみ野４－４－７ ウィッグ

ロックポート 和泉市あゆみ野４－４－７ シューズ

ユニオン ステーション 和泉市あゆみ野４－４－７ メンズ

semanticdesign 和泉市あゆみ野４－４－７ メンズ

フラッシュ　リポート 和泉市あゆみ野４－４－７ レディス・メンズ

ＢＬＥＳＳ 和泉市あゆみ野４－４－７ アクセサリー

グローバルワーク 和泉市あゆみ野４－４－７

レディス・メンズ・キッズ

RODEO CROWNS WIDE BOWL 和泉市あゆみ野４－４－７

レディス・メンズ・キッズ

キプリング 和泉市あゆみ野４－４－７ バッグ

メガネのアイガン 和泉市あゆみ野４－４－７ メガネ

クロックス　バイ　ファム 和泉市あゆみ野４－４－７ シューズ

BRICK HOUSE by Tokyo Shirts 和泉市あゆみ野４－４－７

シャツ・ネクタイ・小物

島村楽器 和泉市あゆみ野４－４－７ 楽器

善正町 ㈱国華園 和泉市善正町１０ 園芸

エクセルワールド・ツアー 泉大津市東豊中町１－２－１１ 旅行業

ほっかほっか亭 泉大津市東豊中町１－４－１２ 弁当業

本格手作り餃子　甘藍 泉大津市東豊中町１－４－１４ 中華弁当店

クリニックサロン　ジャンヌ 泉大津市東豊中町１－４－１４ 美容業

食パン専門店　一本堂 泉大津市東豊中町１－４－１７ パン製造業

まる㐂水産・たこ焼専門店 泉大津市東豊中町１－６－２ 飲食業

宮崎地鶏なべくら 泉大津市東豊中町１－８－１ 飲食業

キヌ川薬局 泉大津市東豊中町１－４－１３ 薬局

府中駅周辺


