
2021年9月1日現在

クリーニング ㈱白洋舎　東京支店　永福町ｻｰﾋﾞｽ店 永福

クリーニング クリーニング・サン 永福

クリーニング クリーニング　リリー 堀ノ内

クリーニング ニュースタークリーニング 堀ノ内

クリーニング ニューヨーク 和泉

コンビニエンスストア ファミリーマート　永福町駅南店 永福

コンビニエンスストア セブンイレブン杉並永福町駅前店 永福

コンビニエンスストア セブンイレブン方南1丁目店 方南

コンビニエンスストア サンクス杉並堀の内店 堀ノ内

コンビニエンスストア ファミリーマート杉並堀ノ内3丁目店 堀ノ内

スーパーマーケット等 サミットストア　西永福店 永福

スーパーマーケット等 はくい放送局 方南

スーパーマーケット等 サミットストア　妙法寺前店 堀ノ内

スーパーマーケット等 サミットストア　　和泉店 和泉

衣料品 ブティック　ナカジマ 永福

衣料品 コルモピア 永福

衣料品 ブティック　シムーン 永福

衣料品 ファッションリフォーム　ワタナベ 和泉

衣料品 ブティックノア 和泉

衣料品（リフォーム） 華陀 永福町店 和泉

飲食店 中華　天龍 永福

飲食店 亀八ずっけろ 永福

飲食店 萬福飯店 永福

飲食店 千客万来白馬 永福

飲食店 大江戸そば 永福

飲食店 プティ・コトン 永福

心のバリアフリー協力店（方南・和泉地域）　
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飲食店 雄寿司 堀ノ内

飲食店 栄すし 堀ノ内

飲食店 世界の龍ちゃん　よしき坊 和泉

飲食店 カフェ　マングローブ 和泉

飲食店 金剛園 和泉

飲食店 ケンタッキーフライドチキン　永福町店 和泉

家具（寝具） （有）入江寝具店 和泉

家電 （有）光栄電器商会 永福

家電 （株）光進電機 永福

家電 ㈱清和電機 方南

花 弥生 永福

花 フローリスト・タナカ 永福

眼鏡・時計・補聴器・宝石等 メガネストアー　西永福駅前店 永福

眼鏡・時計・補聴器・宝石等 メガネストアー　方南町店 方南

眼鏡・時計・補聴器・宝石等 芦原時計店 方南

金融 みずほ銀行　方南町支店 方南

靴 イトウ靴店 永福

施術等 髙見はり灸院 永福

施術等 みなみ整骨院 永福

施術等 整骨院ＹＡＭＡ鍼灸院ＹＡＭＡ 永福

施術等 西永福整骨院 永福

施術等 あおぞらはり・きゅう整骨院 永福

施術等 きりん整骨院 堀ノ内

施術等 かとう整骨院 堀ノ内

施術等 代田橋ニコニコ整骨院 和泉

施術等 石井堂　街の整骨院 和泉

施術等 永福フィジオ鍼灸院・整骨院 和泉

自動車販売 トヨタモビリティ東京株式会社　代田橋店 和泉
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写真 フォトスタジオ　タチカワ 堀ノ内

酒類 片桐酒販（有） 和泉

修理（靴等） 靴修理　さまあ 和泉

住宅（リフォーム） リフォームのTAKEUCHI杉並永福店 和泉

住宅（不動産） City Area 方南

食品（パン） 石窯パンふじみ方南町店 堀ノ内

食品（加工食品等） 佐　かまぼこ店 堀ノ内

食品（菓子） パティスリー　シーキューエル 永福

食品（菓子） 永福　青柳 永福

食品（菓子） 新宿中村屋　方南町店 方南

食品（菓子） （有）清水屋 堀ノ内

食品（菓子） （有）大和や 和泉

食品（惣菜） ウエストリバー 永福

食料品（精肉） 佐武精肉店 方南

食料品（青果） 大橋商店 和泉

食料品（茶） 若葉園茶舗 方南

食料品（茶） 茶工房　藤和園　遊水 堀ノ内

食料品（茶） CHASEN 和泉

日用品（額縁・絵画材料） 株式会社　せんび 永福

日用品（食器・陶器等） 水野陶器店 和泉

日用品（文具） （有）秀文堂 方南

日用品（文具） サトウ文具 堀ノ内

日用品（文具） (有）大国屋 堀ノ内

日用品（文具） （有）平岩文具店 和泉

日用品（文具） （有）アオキ 和泉

病院 医療法人社団めぐみ会　杉並堀ノ内クリニック 堀ノ内

病院 西山内科クリニック 和泉

病院（歯科) 西永福駅前歯科・矯正歯科 永福
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病院（歯科） 岩崎歯科医院 和泉

薬 （有）伊神薬品 永福

薬 方南町共立薬局 堀ノ内

薬 柴垣薬品 堀ノ内

薬 アクア薬局　永福町店 和泉

薬 アーバン薬局 和泉

薬 フラワー薬局　永福町駅前店 和泉

薬 泉南薬局 和泉

遊戯（カラオケ） カラオケハウス　銀の夢 永福

郵便局 杉並永福郵便局 永福

郵便局 杉並方南二郵便局 方南

郵便局 杉並和泉郵便局 和泉

理美容 ヘアーブリス 永福

理美容 美容室クリーム　 永福

理美容 モード美容室　 永福

理美容 ビューティー　いそべ 永福

理美容 ヘアーサロン大川 永福

理美容 アランジュ 堀ノ内

理美容 ステップ１ 堀ノ内

理美容 ヘアーサロン吉川 和泉

理美容 ヘアーサロン　ナグモ 和泉

理美容 ヘアーサロン泉 和泉

理美容 レンテ 和泉

理美容 バーバーシミズ 和泉

理美容 Hair Art T'POINT HAMANO 和泉


	方南・和泉

