毎月第 2 金曜日発行

の配布＆設置一覧

配布園・施設
●和泉市
和泉市立くすのき保育園
和泉市立鶴山台第一保育園
和泉市立鶴山台第二保育園
和泉市立芦部保育園
和泉市立国府第二保育園
和泉市立国府第一保育園
和泉市立緑ヶ丘保育園
和泉市立北松尾保育園
和泉市立和泉保育園
和泉市立北池田保育園
社会福祉法人泉州三和会 認定こども園 信太保育園
社会福祉法人いずみひばり会 認定子ども園クレアール保育園
社会福祉法人いずみひばり会 認定子ども園 てらかど保育園
社会福祉法人誠心福祉会 認定こども園 池上わかばこども園
社会福祉法人和泉福祉会 認定こども園ひかりGreen Well
社会福祉法人清真会 認定こども園すいせん保育園
社会福祉法人慈泉福祉会 認定こども園 Kidsまゆみ
社会福祉法人 不易創造館 みなまつ保育園
社会福祉法人いずみひばり会 認定子ども園たつのおか保育園
社会福祉法人 不易創造館 認定こども園 横山きのみ保育園
和泉市立北池田幼稚園
和泉市立伯太幼稚園
和泉市立北松尾幼稚園
和泉市立国府幼稚園
学校法人和泉マリア学園 和泉カトリック幼稚園
学校法人福原学園 認定こども園 上代幼稚園
学校法人和泉宮学園 和泉幼稚園
学校法人奥野学園 和泉緑ヶ丘幼稚園
学校法人浩陽学園 認定こども園和泉チャイルド幼稚園
学校法人嶋田学園 鶴山台明徳幼稚園
学校法人嶋田学園 鶴山台国際幼稚園
学校法人スピノラ学園 双百合幼稚園
学校法人日高学園 聖ヶ岡幼稚園
学校法人ルンビニ学園 認定こども園 光明台幼稚園
学校法人清泉学園 ひばり幼稚園
学校法人愛集学園 認定こども園 あいしゅう幼稚園
たんぽぽ保育所・府中園
レインボー インターナショナルスクール
のぞみ保育園
いずみ・エンゼルハウス北松尾
子育て支援センター ハッピーランド
和泉市役所 生きがい健康部子育て支援室
和泉市役所 こども部 こども未来室
●高石市
高石市立綾園保育所
社会福祉法人不易創造館 幼保連携型認定こども園加茂保育園
社会福祉法人南海福祉事業会 認定こども園 南海愛児園
社会福祉法人南海福祉事業会 東羽衣こども園
社会福祉法人南海福祉事業会 羽衣保育園
社会福祉法人浜寺会 認定こども園 たかいし保育園
社会福祉法人徳友会 取石認定こども園
社会福祉法人徳友会 取石南こども園
高石市立北幼稚園
高石市立高陽幼稚園
高石市立加茂幼稚園
学校法人慈光学園 認定こども園 せいこう幼稚園
学校法人 認定こども園 浜寺幼稚園
ＮＰＯ法人子育て支援 グーチョキパー
高石市役所 子育て支援課
●泉大津市
泉大津市立条東保育所
泉大津市立戎保育所
泉大津市立宇多保育所
泉大津市立要保育所
社会福祉法人豊中福祉会 みらいず こども園
社会福祉法人因明会 認定こども園ぱる
社会福祉法人南海福祉事業会南海かもめ認定こども園
学校法人村川学園 すこやか認定こども園
社会福祉法人女子慈教寮 とれぞあ子ども園
泉大津市立条東幼稚園
泉大津市立条南幼稚園
泉大津市立穴師幼稚園
泉大津市立旭幼稚園
泉大津市立戎幼稚園
泉大津市立浜幼稚園
泉大津市立かみじょう認定こども園
泉大津市立くすのき認定こども園
オレンジ保育園
泉大津シード保育園
泉大津市役所 こども未来課
●忠岡町
忠岡町立忠岡保育所
忠岡町立東忠岡保育所
社会福祉法人レイクアルスター チューリップ保育園
忠岡町立忠岡幼稚園
忠岡町立東忠岡幼稚園
忠岡町役場 子育て支援課

●岸和田市
岸和田市立城北保育所
岸和田市立春木保育所
岸和田市立大宮保育所
岸和田市立千喜里保育所
岸和田市立浜保育所
岸和田市立城内保育所
岸和田市立八木北保育所
岸和田市立山直北保育所
岸和田市立旭保育所
岸和田市立修斉保育所
岸和田市立桜台保育所
社会福祉法人さくら福祉会 中央保育園
社会福祉法人 久米田保育園
社会福祉法人光陽会 光陽保育園
社会福祉法人恵壽会 認定こども園東岸和田保育園
社会福祉法人阪南福祉事業会 幼保連携型 認定こども園 八木こども園
社会福祉法人 認定こども園星光保育園
社会福祉法人五風会 認定こども園 五風会
社会福祉法人森の子会 はちまん認定こども園
社会福祉法人やまだい福祉会 認定こども園やまだい保育園
社会福祉法人さくら福祉会 めだか保育園
社会福祉法人阪南福祉事業会 山直南こども園
社会福祉法人 双葉児童園
社会福祉法人 この花こども園
社会福祉法人光生会 認定こども園ピープル久米田チャイルドスクール
社会福祉法人千喜利会 認定こども園 天神山保育園
社会福祉法人光明福祉会 光明保育園
社会福祉法人杉乃木福祉会 杉乃木保育園
社会福祉法人真友真会 新条保育所
社会福祉法人和秀会 東光こども園
社会福祉法人光生会 認定こども園 ピープル八木南チャイルドスクール
社会福祉法人光生会 認定こども園ピープル大芝 チャイルドスクール
岸和田市立山滝幼稚園
岸和田市立大芝幼稚園
岸和田市立旭幼稚園
岸和田市立山直北幼稚園
岸和田市立太田幼稚園
岸和田市立朝陽幼稚園
岸和田市立大宮幼稚園
岸和田市立城北幼稚園
岸和田市立新条幼稚園
岸和田市立春木幼稚園
岸和田市立浜幼稚園
岸和田市立山直南幼稚園
岸和田市立東葛城幼稚園
岸和田市立城東幼稚園
岸和田市立八木北幼稚園
岸和田市立八木幼稚園
岸和田市立光明幼稚園
岸和田市立八木南幼稚園
岸和田市立常盤幼稚園
岸和田市立東光幼稚園
岸和田市立天神山幼稚園
岸和田市立修斉幼稚園
岸和田市立岸城幼稚園
学校法人和泉学園 岸和田いずみ幼稚園
学校法人ザビエル学園 聖母幼稚園
学校法人ザビエル学園 春木カトリック幼稚園
きのこ園
岸和田ひまわり保育園
GENKIキッズ保育園
フレンドさくらがおか（ＮＰＯ法人）
岸和田市立子育て支援センターさくらだい
岸和田市役所子育て支援課
●貝塚市
貝塚市立木島保育所
貝塚市立葛城保育所
貝塚市立三ツ松保育所
社会福祉法人貝塚中央福祉会 貝塚中央こども園
社会福祉法人七彩学舎 認定子ども園ピアニィ道教寺
社会福祉法人七彩学舎 認定子ども園パルティ道教寺
社会福祉法人貝塚中央福祉会 東山こども園
社会福祉法人 貝塚南こども園
社会福祉法人白小鳩福祉事業会 認定子ども園橋本保育所
社会福祉法人泉州福祉会 ひさほ保育園
社会福祉法人白小鳩福祉事業会 久保保育所
社会福祉法人脇浜保育園 わきはま保育園
社会福祉法人脇浜保育園 おおぞら保育園
社会福祉法人ときわ福祉会 ひがし保育園
社会福祉法人貝塚中央福祉会 認定子ども園まーぶるこども園
社会福祉法人白小鳩福祉事業会 海塚保育所
社会福祉法人千寿会 認定子ども園永寿台保育園
貝塚市立北幼稚園
貝塚市立東幼稚園
貝塚市立南幼稚園
貝塚市立木島西幼稚園
貝塚市立中央幼稚園
学校法人楠學院 二色幼稚園
学校法人長楽寺学園 こぎ幼稚園
学校法人ザビエル学園 貝塚カトリック幼稚園
学校法人長栄学園 認定こども園 木島幼稚園
ももぐみ保育園

貝塚市子育て支援センター
貝塚市役所 子育て支援課
子育て支援センター「ひだまり」
貝塚市立西幼稚園
●泉佐野市
泉佐野市立さくらこども園
社会福祉法人幸楽会 認定子ども園こだま保育園
社会福祉法人泉佐野ルーテル福祉会
泉佐野ルーテル保育園
社会福祉法人あおい会 あおい保育園
社会福祉法人泉ヶ丘福祉会 認定子ども園泉ヶ丘保育園
社会福祉法人光会 認定こども園 上之郷保育園
社会福祉法人清和会 清和保育園
社会福祉法人みやび ひかり保育園
社会福祉法人日根野福祉会 ひねの保育園
社会福祉法人常茂恵会 認定子ども園下瓦屋保育園
社会福祉法人幸楽会 認定子ども園泉佐野すえひろ保育園
泉佐野市立のぞみこども園
泉佐野市立はるかこども園
学校法人真曜学園 安松幼稚園
社会福祉法人日新親友会 認定子ども園なかよし保育園
泉佐野市立地域子育て支援センター つくしんぼ
泉佐野市役所 子育て支援課
社会福祉法人水平会 つるはら保育園
社会福祉法人杉の子会 こども園杉の子
学校法人ザビエル学園 カトリック天使幼稚園
社会福祉法人杉の子会 こども園つばさ
●熊取町
熊取町立北保育所
熊取町立中央保育所
熊取町立西保育所
熊取町立東保育所
社会福祉法人阪南福祉事業会 さくらこども園
社会福祉法人アトム共同福祉会 アトム共同保育園
社会福祉法人アトム共同福祉会 つばさ共同保育園
学校法人池浦学園 熊取みどり幼稚園
学校法人誠優学園 フレンド幼稚園
社会福祉法人 永楽福祉会 すみれ保育園
熊取町役場 子ども家庭課
●田尻町
田尻町立保育所
田尻町立幼稚園
田尻町役場 民生部 こども課
●泉南市
泉南市立なるにっこ認定こども園
泉南市立 髙陽会 浜保育所
社会福祉法人恵由福祉会認定こども園 信達こども園
社会福祉法人三谷園 ココアンジュ新家
社会福祉法人貝塚中央福祉会 たるいこども園
社会福祉法人ルンビニ園 認定こども園 西信達くねあ
株式会社ニチイ学館 ニチイキッズ泉南保育園
社会福祉法人ルンビニ園 西信達保育園Picco
泉南市立あおぞら幼稚園
泉南市立くすのき幼稚園
学校法人いづみ学園 砂川幼稚園
学校法人いづみ学園 砂川第二幼稚園
りとる 愛 らんど
泉南市地域子育て支援センター ひだまり
泉南市役所 保育子育て支援課
●阪南市
阪南市立石田保育所
阪南市立下荘保育所
阪南市立尾崎保育所
社会福祉法人阪南福祉会 しいの実こども園
阪南市立尾崎幼稚園
阪南市立朝日幼稚園
阪南市立はあとり幼稚園
阪南市立まい幼稚園
学校法人いづみ学園 さつき台幼稚園
学校法人いづみ学園 桃の木台幼稚園
社会福祉法人夢らんど二田 アルン西鳥取こども園
社会福祉法人任天会 認定子ども園桃の木の森こども園
社会福祉法人根来学園 ワンワン認定こども園
ちびっこ・エンゼル園
子育て総合支援センター
阪南市役所 子ども家庭課
●岬町
岬町立淡輪保育所
岬町立深日保育所
岬町立多奈川保育所
岬町立淡輪幼稚園
学校法人教円学園 認定こども園 教円幼稚園
学校法人ザビエル学園 海星幼稚園
岬町立子育て支援センター 「みどりっこ」
岬町役場 岬町しあわせ創造部子育て支援課

●特別協賛設置店

医療機関設置院
●和泉市
有住歯科医院

ラック設置店
●和泉市
いぶき野

医療法人 耳鼻咽喉科 サージクリニック老木医院
松田医院
しいのき歯科医院
よこた歯科医院
原田内科クリニック
水田内科クリニック

のぞみ野

土井歯科医院
三木歯科
堀内歯科医院
きたしのだ鍼灸整骨院
池尻鍼灸整骨院
きらめき歯科
●高石市
齊藤耳鼻咽喉科・アレルギー科
高石市立母子健康センター
高石市立診療センター
くぼ整骨院

まなび野
芦部町
一条院町
観音寺町

アクト高石鍼灸・整骨院
岡島鍼灸整骨院

寺田町
寺門町

●泉大津市
かじ歯科医院

室堂町

うえにし乳腺消化器クリニック
津田整骨院
杉山歯科
●岸和田市

小田町
上町

医療法人 熊野会 浜崎医院
医療法人 大植医院
さくら歯科
いけだ矯正歯科クリニック

太町
池上町

川植耳鼻咽喉科
やまもと鍼灸整骨院
ふれ愛の杜みどり病院

池田下町

医療法人三友会 久松マタニティークリニック
●貝塚市
小島歯科医院
川崎こどもクリニック

はつが野
鶴山台

椿原歯科医院
溝口医院
あさもと歯科
●泉佐野市

唐国町
内田町
納花町

松本医院
おくの耳鼻咽喉科
ふじや歯科医院

伯太町
肥子町

おつじ歯科医院
小川歯科
長田医院
やなぎだ整骨院
りんくう医療センター内 売店

尾井町
富秋町

社会医療法人栄公会 佐野記念病院
●熊取町
小泉歯科医院
おくにし歯科

春木町
府中町

医療法人 たなか歯科医院
リュウ整骨院・リュウスポーツ
コンディショニングセンター
●阪南市
大河内歯科医院
関歯科
医療法人 笠松産婦人科／小児科
松若医院
北野歯科医院
つちだ歯科医院
医療法人 都健幸会 都健幸会クリニック
伏屋町
箕形町
緑ヶ丘
和田町
福瀬町

エコールいずみ
(株)紀陽銀行和泉中央支店
J:COM SHOP 和泉中央店
ステーキハウス Kふぁーむ
とんかつ かつ喜 和泉中央店
美容室KIHARA
ソフトバンク和泉中央
キリン堂のぞみ野店
ぢどり亭 和泉中央店
パン工房 フルニエ
ほっかほっか亭のぞみ野店
ローソン和泉のぞみ野三丁目店
平和メンテナンス(株)サンヒル平和
平和メンテナンス(株)プレージュのぞみ野
㈱YSホーム
業務スーパー和泉のぞみ野店
桃山学院大学生協サービスカウンター
ファミリーマート和泉芦部町店
エバグリーン 和泉芦部店
デイリーヤマザキ 和泉一条院町店
TSUTAYA和泉観音寺店
酒のスーパーやまもと観音寺店
K2 creed
(株)紀陽銀行和泉寺田支店
さわやかピュア
hair ant PEACE
コーナン和泉中央店
ジャングルジャングル 大型良品館
タイガー石油株式会社
和泉トリヴェールサービスステーション
ファミリーマート光明池南店
オークワ和泉小田店
プライスカット和泉鶴山台店
焼肉 美翠
なおちか
大阪王将北信太店
コトブキ信太山店
スーパー玉出信太山店
ほっかほっか亭 信太山駅前店
ガラスステーション
ドライバースタンド 和泉中央店
ほっかほっか亭池田下店
ローソン和泉池田下町店
えびす堂
ファイテンショップ和泉店
いずみ・エンゼルハウス鶴山台
サン美容室
デイリーカナート(株)鶴山台店
あったか亭A 唐国店
スーパービバホーム 和泉中央店
オークワ和泉中央店
ローソン和泉納花町店
大阪王将 和泉納花店
サンパール
グリーンハウスいずみ
なか卯和泉府中店
ハロー！パソコン教室 イオン和泉府中店
イオン和泉府中店
信太書房
(有)アウト・フィールド
かっぱ寿司泉大津店
ベビーフェイス・リンデンバウム和泉Ｒ26店
モスバーガー 第2阪和和泉店
キングファミリー和泉店
ローソン 和泉春木南店
アパマンショップ和泉府中店
カフェレストラン・パーセント
グルーヴ ヘアー
阪和ストア内 本場韓国キムチ あ!マンナ
大阪王将 和泉府中店
ローソン和泉府中町店
(株)コノミヤ 和泉府中店
美容室 アミー
センチュリー２１(株)リブライフ和泉府中店
Ｋ２ ＥＸＴ
府中電機設備(株)
ファミリーマート 和泉府中町一丁目店
米ぬか酵素風呂 桧(ひのき)
クレメガネ 本店 和泉府中駅前
エコ・トップ和泉府中本店
㈱アソウ・ヒューマニーセンター 和泉市就労支援ルーム
ローソン 和泉伏屋町3丁目店
ローソン和泉伏屋町店
ラーメンむさし和泉箕形店
たばこクリーニング やまだや
光明池自動車教習所
松源光明池店
本家さぬきや 和泉福瀬店

幸
万町
王子町
和気町
葛の葉町
桑原町
●高石市
綾園

羽衣
加茂
取石

西取石

千代田
東羽衣

高師浜

ローソン和泉福瀬町店
Ｈａｉｒ ｄｅｓｉｇｎ Ｍａｔｉａｓ
ローソン 和泉万町店
コインランドリーさんSUN 王子町店
お好み焼 道とん堀 和泉和気店
(有)プロワーク和泉
いつき鍼灸整骨院

Uto-Uto
アプラ高石
スーパーコノミヤ 高石店
チケットプラスワン
ローソン高石綾園店
中国料理 北京
本家かまどや 高石駅前店
餃子の王将 南海高石店
ファミリーマート 高石駅前店
ＭｏＣｏＭｏＣｏ
ファミリーマート高石綾園一丁目店
お弁当・お惣菜 さくら
(株)オークワ高石羽衣店
丸幸水産 羽衣店
ファミリーマート 高石加茂３丁目店
コーナン高石富木店
ベジタ富木店
ほっかほっか亭 富木駅前店
Joshin 高石店
みぃーの食卓
ドコモショップ高石店
お好み焼き ドン
Beans不動産株式会社
ジャンボ羽衣 食鮮館
センチュリー21(株)リブライフ
デイリーヤマザキ 高石羽衣駅前店
業務スーパー羽衣店
ファミリーマート高石高師浜店

●泉大津市
旭町
アルザタウン
ニュアンス
ボンテ 泉大津店
菓子工房 カソナード
アパマンショップ 泉大津店
我孫子
ローソン泉大津我孫子店
春日町
オークワ泉大津店
ホームプラザナフコ泉大津店
助松団地 Delivery Book Shop さくら堂
助松町
KOCセルフ泉大津北SS
リサイクルマート泉大津店
昭和町
BOOK-NET-ONE 泉大津店
味彩弁当 匠
松ノ浜町 デニーズレストラン泉大津店
森町
エレクトロニクスショップ ユタカ 団地前店
千原町
コーナン泉大津店
曽根町
スポーツ サクライ
ローソン 泉大津曽根町店
池浦町
じてんしゃけんけん 泉大津店
デイリーカナート 泉大津店
フラワー薬局泉大津市立病院前
シャトレーゼ泉大津店
虫取町
ファミリーマート泉大津虫取町店
田中町
You たるい
ゴールドエコ泉大津駅前店
東助松町 丸幸水産 北助松店
楽祭呑食処 銀平
東豊中町 マザーピア和泉府中店
ミトン
おうち館 和泉店
オレンジ保育園
二田町
食品館アプロ松ノ浜店
板原
ヒマラヤ 泉大津店
ファミリーマート泉大津板原店
豊中町
業務スーパー泉大津店
北豊中町 カラオケシダックス 泉大津クラブ
がんこ泉大津店
ほっかほっか亭泉大津高校前店
ローソン泉大津北豊中店
株式会社本家さぬきや 泉大津店
自遊空間泉大津店
株式会社本家さぬきや 泉大津店
宮町
ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 泉大津宮町店
下条町
コインランドリーさんSUN
●忠岡町
忠岡東

忠岡北
北出
馬瀬

カネボウチェーン店 さくらい薬局
パンドミ
ファミリーマート忠岡東一丁目店
ほっかほっか亭忠岡駅前店
ローソン忠岡東店
ファミリーマート 小浦忠岡北店
オークワ忠岡店
Ｒｙｕイシイ鍼灸整骨院
(株)スマイリーA151 居宅介護事業所

●岸和田市
磯上町
ミスタータイヤマンSankyo岸和田
下松町
I LOVE BOO 岸和田
スーパーサンエー上松店
スーパーオートバックス岸和田店
スポーツクラブJOYFIT
ほっかほっか亭 下松店
モスバーガー 岸和田下松店
古着屋 KINJI 岸和田店
手作りパン工房 ふるーる
ほかほか弁当 岸和田南店
K2 Garden Court
BENTOハウス
CUT STUDIO N’s BRILLAR
ネイルサロン 美爪
BENTOハウス
しょう家
オークワ岸和田店
下池田町 (株)紀陽銀行久米田支店
加守町
ボクシングアカデミーBB
吉井町
ファミリーマート 吉井町二丁目店
荒木町
スーパーサンエーフード田中店
そが屋のべんとう
ファミリーマート岸和田荒木町2丁目店
業務スーパー岸和田店（いのさか）
寿里 岸和田店
上等カレー岸和田店
岸和田スイミングスクール
リビングほしがおか 府営荒木住宅集会所
今木町
ロイヤルホームセンター岸和田店
作才町
Joshin 岸和田店
星狩物語 岸和田店
三田町
スーパーサンエー山直店
モスバーガー岸和田インター店
ローソン 岸和田三田町店
コーナン 岸和田三田店
春木旭町 クリニカルエステ･シャンティー
春木若松町 海鮮処 椿（つばき）
クレメガネ キスパ店
スポーツクラブ ビック・エス 岸和田
春木茶屋
餃子の王将ラパーク岸和田店
ゴールドエコ 春木駅前店
株式会社 大起 ダイキハウジング
春木中町 スーパーイナリ春木店
春木本町 WARE HOUSE
小松里町 カラオケシダックス岸和田小松里クラブ
のらや第二阪和岸和田店
ローソン小松里南店
桜亭
ローソン 岸和田小松里店
カラオケレインボー 岸和田店
コインランドリーさんSUN 久米田店
ソフトバンク岸和田Ｒ26
コナミスポーツクラブ 東岸和田
上松町
ほのぼの亭 岸和田店
上町
上野町
(株)紀陽銀行岸和田支店
ローソン岸和田上野町東店
覚野石油(株)車検センター
幸せの黄金鯛焼き 岸和田店
真上町
パン工房Potager
西之内町 いろは満月岸和田店
なか卯岸和田店
ローソン岸和田西之内町店
松源岸和田西之内店
大町
スーパーサンエー久米田店
エバグリーン岸和田久米田店
池尻町
ヨコタ薬局
ローソン 岸和田池尻町店
中井町
かに工房岸和田店
ローソン岸和田中井町店
松源岸和田中井店
天神山町 ショップ フジモト
田治米町 シュミネスポーツ 岸和田店
ブックスファミリア 岸和田 田治米店
ひごペットフレンドリー 岸和田店
土生町
(株)紀陽銀行東岸和田支店
美容室 CREA(クレア) 東岸和田店
パッケージプラザ マルセイ
ファイテンショップ岸和田店
フジ住宅(株)住宅流通部 おうち館
ライスマンクック 東岸和田店
株式会社PCポート
岸和田イトマンスポーツクラブ
山野愛子どろんこ美容上田クレスティサロン
ファミリーマート岸和田土生東店
パン工房 キャトル
ローソン JR東岸和田駅前店
ファミリーマート 岸和田八田町店
ローソン 岸和田土生町2丁目店
セブンイレブン 岸和田土生町店
植田助産院
エピシエール 東岸和田駅前店
ソフトバンク東岸和田
藤井町
ドラッグひとみ

内畑町
八阪町
八田町
八幡町

別所町
野田町

流木町
積川町
岡山町
南町
土生滝町
五軒屋町
神須屋町
尾生町
岸野町
沼町
木材町
東大路町
摩湯町
北町
●貝塚市
石才
王子

加神

海塚

橋本
近木
窪田
三ツ松

小瀬
水間

中

鳥羽
津田北町
堤
二色

半田

麻生中

名越
木積
脇浜
澤

堀
地蔵堂
清児
北町

ローソン 岸和田内畑店
ローソン岸和田八阪町店
DINING＆CAFÉ ＣｏCｏｉｒｏ
オークワ岸和田店八田店
セブンイレブン岸和田八幡町店
だんぢり湯
丸源ラーメン岸和田店
ドンドンダウン オン ウェンズディ
竹本薬局
アパマンショップ岸和田店
カギの救急車 南海岸和田駅前
ダイキチ 南海岸和田店
Ｈａｉｒ Ｃｒｅａｔｅ ＢＲＡＳ
NPO法人 ここからKit
GREEN CAMP cafe
サークルK 岸和田流木東店
ローソン岸和田積川町店
ローソン岸和田岡山町店
ファミリーマート岸和田岡山町店
ファミリーマート岸和田南店
セブンイレブン 岸和田南町店
安べぇうどん
カーブス岸和田五軒屋町
大阪技能専門学校
ローソン岸和田尾生町店
㈱三共ゴム 臨海営業所
きぼう薬局 岸和田店
ファミリーマート 小浦木材町店
ファミリーマート 小浦岸和田北インター店
ローソン 岸和田東大路町店
ａｕショップ岸和田和泉
ソフトバンク岸和田中央

カラオケ本舗 まねきねこ 貝塚店
ファミリーマート 小浦貝塚石才店
ジャングルジャングル貝塚店
ローソン貝塚王子西店
魚家うずしお
ファミリーマート貝塚加神店
ファミリーマート貝塚市役所前店
ほっかほっか亭貝塚市役所前店
油甚貝塚店
水間鉄道「貝塚駅」
肉のやまひろ(ほかほか)
SPACE
ファミリーマート貝塚駅前店
ローソン 貝塚海塚店
和泉橋本温泉 美笹のゆ
タキヤ 貝塚店
Yショップ杉岡酒店
TSUTAYAWAY貝塚三ツ松店
オークワ貝塚三ツ松店
ローソン貝塚三ツ松店
松本商店
ローソン貝塚三ツ松南店
本家かまどや 三ツ松店
オークタウン貝塚
カフェ ドリーム 貝塚１２３店内
(株)紀陽銀行水間支店
ドラッグ・ストアーライト
水間鉄道「水間観音駅」
ドコモショップ 貝塚店
フィッツヘアー
有限会社 木下建設
カワ 貝塚店
松源貝塚鳥羽店
曙製パン有限会社
トヨダ美容室
パークタウンAPOTHECARY
フランス屋二色パーク・タウン店
BIGMOTOR 二色の浜店
(株)紀陽銀行東貝塚支店
ほっかほっか亭 貝塚半田店
貝塚理容
髪ん堂
たこ神
ファミリーマート 貝塚半田店
モスバーガー貝塚店
ローソン貝塚麻生中西店
関西自動車学院
ファミリーマート 貝塚麻生中店
ファミリーマート貝塚名越店
松源水間店
エバグリーン貝塚店
アカサカ酒店
ラーメンむさし貝塚店
二色ファミリー薬局
ファミリーマート 貝塚二色の浜店
ファミリーマート 貝塚澤店
オレンジ薬局
セブンｰイレブン貝塚地蔵堂店
イオン 貝塚店
ローソン貝塚清児店
大地

西町
福田
東山
畠中
●熊取町
五門東
紺屋
大久保中

大久保北
大久保東
大久保南
野田
七山
小垣内

セブンイレブン 貝塚西町町
ファミリーマート 小浦貝塚福田店
コーナン 貝塚東山店
ファミリーマート 貝塚東山店
貝塚市役所

松源熊取五門店
ドコモショップ 熊取店
総合買取ショップ リサイクルマート熊取店
(株)紀陽銀行熊取支店
テイネイ館
駅下にぎわい館(熊取駅前住民ｻｰﾋﾞｽｺｰﾅｰ)
オフィス ナカガワ
中国亭
カラオケ レインボー熊取店
四川火鍋 辣王
なか卯 熊取店
熊取町立熊取図書館
医療法人 爽神堂 七山病院
セブンイレブン 熊取七山店
お酒の義本回正堂

湊
栄町
●田尻町
吉見
大字嘉祥寺
●泉南市
りんくう南浜
岡田
信達大苗代
信達牧野

新家

●泉佐野市
りんくう往来南

りんくう往来北

葵町
旭町
羽倉崎

下瓦屋

笠松
高松東
高松南
市場西
市場南
松原
松風台
上瓦屋

上町

新安松
大西
中庄

長滝
鶴原

南中安松

南中樫井
日根野

タキヤりんくうシークル店
りんくうプレジャータウン シークル
一般財団法人 泉佐野みどり推進機構
ファミリーマート泉佐野りんくう店
セブンイレブン りんくう松原店
ローソン泉佐野りんくう店
京阪りんくうタウン駅店 宝くじ売り場
鍼灸整骨院 Ｈａｎａ
創作居酒屋 Kitchen－Bar まる りんくう店
モンスターハウス
ファイテンショップ 泉佐野店
ワークショップ田中産業 本店
(株)紀陽銀行羽倉崎支店
ナマステ スーリャ
ブックオフ羽倉崎店
セブンイレブン泉佐野羽倉崎駅前店
(有)泉佐野スポーツセンター
あさひ賃貸住宅
いこらも～る泉佐野
海の幸 いそ銀
坂井珈琲 ショッパーズモール泉佐野店
田中産業ワークスター店
お食事処 一千
ZakkaMarche
カラオケパラダイス
なごみ湯
サンクス大阪泉佐野高松東店
Cafe kokkiri ｶﾌｪｺｯｷﾘ 泉佐野ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ店
天下一品泉佐野店
南都銀行 泉佐野支店
ファミリーマート泉佐野俵屋店
いろは満月泉佐野店
セブンイレブン松原2丁目店
オークワ泉佐野松風台店
FUTSAL&FOOTBALL KISHISPO
ファミリーマート泉佐野上瓦屋店
ベビーフェイス・リンデンバウム泉佐野本店
ローソン泉佐野上瓦屋東店
㈱酒直 泉佐野給油所
a:ria(アーリア)
アパマンショップレンタルハウス(株) 泉佐野店
ゼオス泉佐野
ほっかほっか亭泉佐野上町店
阪南ボウリング
酒のテラモト泉佐野店
松源パレード泉佐野店
尾崎スイミングスクール泉佐野校
(株)サンリンハウス
音楽倉庫
いずみさの自動車教習所
カラオケパラダイス泉佐野北店
じゃんく堂 泉佐野店
セブンイレブン泉佐野中庄店
スマイルピース・スポーツ＆英語保育スクール
マルゼン
松源長滝店
オートバックス 泉佐野店
ファミリーマート泉佐野鶴原店
松源泉佐野店
丸源ラーメン
セブンイレブン 泉佐野鶴原店
(株)アローズ
モスバーガー 泉佐野安松店
Kid's US LAND イズミヤ泉佐野店
ファミリーマート泉佐野樫井川北店
ラーメンむさし泉佐野店
(株)紀陽銀行日根野支店
クリーニングランドAMPM日根野店
ローソン日根野南店
上新電機(株)日根野店
ｈａｉｒ ＯＮＬＹ－ＯＮＥ

樽井

男里
中小路
馬場
信達岡中
北野
信達市場
●阪南市
下出

黒田

自然田

鳥取

鳥取中
箱作
尾崎町

新町
和泉鳥取
箱の浦
●岬町
深日

淡輪

Depart a la Beaute Ships
スーパー いろは
センチュリー21(株)イーネットホーム

ローソン田尻町吉見店
ファミリーマート 吉見の里南店
KINJI FACTORY りんくう泉南店

ロケットドライブ泉南店
スポーツオーソリティりんくう泉南店
オートバックス泉南岡田店
うどん 忠雅堂
ファミリーマート泉南信達大苗代店
サークルK泉南信達牧野店
宮脇書店 泉南店
ハートボディケア げんき堂
ローソン泉南信達牧野店
デイリーカナート㈱ 新家店
マコトスイミングクラブ
有限会社 土生商店
セブン-イレブン泉南新家店
ローソン 泉南新家店
セブンイレブン 泉南新家東店
auショップ泉南
りとる 愛 らんど
サンクス泉南樽井北店
ファミリーマート泉南樽井北店
スーパーエバグリーン泉南
ローソン樽井店
セブンイレブン泉南市役所前店
サークルK泉南男里店
リカーグッズエンジェル
ローソン 泉南中小路店
100KING
ファミリーマート 泉南インター店
ユキカゼスポーツ ゴルフセンター
ファミリーマート 泉南砂川店

オークワわくわくシティ尾崎店
トトロ
ペットショップアイル
業務スーパー阪南店
Retras
モスバーガー尾崎店
カフェレストラン プランタン
ドラゴンスター尾崎店
ＬｉｖｅｓＣＯＲＥ
ドコモショップ阪南店
セブンイレブン 阪南自然田店
フゴトラ 緑ヶ丘店
尾崎自動車教習所
でん 阪南店
ヘアーメイクヘムラインスタジオ
ファミリーマート鳥取南店
ツルハドラッグ 鳥取店
セブンイレブン阪南黒田店
セブンイレブン阪南箱作店
ファミリーマート阪南尾崎町五丁目店
ヘアーサロン 森本
ＢＩＲＤ
カラオケ コンシェルジュ 阪南店
子育て総合支援センター
産直市場よってって阪南店
ローソン阪南箱の浦店

(株)オークワ岬店
寿司よし
ローソン岬深日店
セブン-イレブン みさき公園前店

保育園・幼稚園に無料で
お届けします。
℡ .072-439-0810
まみたん事務局
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