
NO 名称 業種 受取場所 受取曜日

1 コープ若江店 コープのお店 東大阪市若江東町3丁目4-43 水曜日
11:00
16:00

～
14:00
19:00

2 読売センター若江岩田 新聞販売店 東大阪市若江東町1丁目１－５７ 木曜日 13:30 ～ 16:30

3 読売センター徳庵 新聞販売店 東大阪市稲田本町3丁目4-13 火曜日 11:30 ～ 17:30

4 東大阪ひがし共同購入センター 共同購入センター 東大阪市中石切長6-4-17 木曜日 15:00 ～ 19:00

5 読売センター太子堂 新聞販売店 八尾市南木の本2丁目21-11 火曜日 12:00 ～ 17:00

NEW 6 読売センター八尾東 新聞販売店 八尾市東山本新町6丁目1-1 水曜日 14:00 ～ 17:00

7 読売センター志紀 新聞販売店 八尾市志紀町2丁目95-11 水曜日 12:00 ～ 17:00

8 コープの宅配　ステーション山本 地域受取ステーション 八尾市南小阪合町1丁阪奈住宅1F 月～木曜日 14:00 ～ 19:00

9 植田電機商会 電気屋 八尾市安中町8丁目8-24 火曜日 14:30 ～ 17:30

10 ヘアーライト 理容室 八尾市志紀町1丁目11 木曜日 11:00 ～ 19:00

11 珈琲専門店　　或哲久 喫茶店 八尾市春日町3丁目1-7 木曜日 14:30 ～ 18:30

12 東大阪にし共同購入センター 共同購入センター 八尾市新家町4-1-1 木曜日 15:00 ～ 19:00

13 八尾南共同購入センター 共同購入センター 八尾市太田新町9-87-1 火曜日・木曜日 14:00 ～ 19:00

14 読売センター国分 新聞販売店 柏原市国分本町1丁目7-21 水曜日 13:00 ～ 17:30

15 読売センター土師の里 新聞販売店 藤井寺市北條町1-3 火曜日 13:00 ～ 17:30

16 リバティ奈美 マンション 藤井寺市藤井寺1丁目15-12 月曜日 14:00 ～ 19:00

17 コープの宅配　ステーション藤井寺駅前 地域受取ステーション 藤井寺市藤井寺1丁目1-19安松ビル1階 月曜日～金曜日 14:00 ～ 20:00

18 コープの宅配　ステーション白鳥 地域受取ステーション 羽曳野市白鳥1丁目1-16 月曜日～金曜日 14:00 ～ 20:00

月曜日 15:00 ～ 18:00

火曜日～木曜日 16:00 ～ 19:00

20 読売センター松原 新聞販売店 松原市岡5丁目9-15 水曜日 13:30 ～ 17:00

21 土井商店 タバコ屋 富田林市甲田4丁目12-15 火曜日 12:00 ～ 17:00

22 読売センター金剛 新聞販売店 富田林市寺池台5丁目1-13 水曜日 15:00 ～ 18:00

23 コープの宅配　ステーション金剛駅前 地域受取ステーション 大阪狭山市金剛1丁目1-5 月曜日～金曜日 13:00 ～ 20:00

24 読売センター喜志 新聞販売店 富田林市喜志町4丁目11-4 木曜日 14:00 ～ 17:00

25 読売センター富田林 新聞販売店 富田林市彼方936-3 木曜日 15:00 ～ 18:00

26 富田林共同購入センター 共同購入センター 富田林市錦織東1-2-2 金曜日 15:00 ～ 18:00

27 コープの宅配　ステーション狭山池 地域受取ステーション 大阪狭山市狭山1丁目2350 月曜日～木曜日 15:00 ～ 18:00

28 長谷川商店 食料品店 南河内郡千早赤阪村小吹68-873 火曜日 12:00 ～ 17:00

29 読売センター長野南 新聞販売店 河内長野市北青葉台4-2 木曜日 15:00 ～ 18:00

30 コープアイメゾン河内長野 コープの福祉施設 河内長野市北青葉台51-46 月曜日～水曜日 15:00 ～ 18:00

31 読売センター三国ヶ丘 新聞販売店 堺市堺区北三国ヶ丘町6-7 火曜日 13:00 ～ 18:00

32 読売センター南金岡 新聞販売店 堺市北区金岡町2268-2 水曜日 14:30 ～ 17:00

33 読売センター津久野 新聞販売店 堺市西区堀上緑町1丁1-7 火曜日 10:00 ～ 17:00

34 コープ深阪店 コープのお店 堺市中区伏尾356-2 月曜日～水曜日 15:00 ～ 18:45

35 読売センター泉北中央 新聞販売店 堺市南区御池台2丁11-21 火曜日 11:00 ～ 17:00

36 美原共同購入センター 共同購入センター 堺市美原区小平尾375-2 金曜日 15:00 ～ 19:00

37 堺西共同購入センター 共同購入センター 堺市堺区三宝町4-239-4 火曜日 14:10 ～ 17:30

38 八下共同購入センター 共同購入センター 堺市東区八下町2-32-2 火曜日 13:00 ～ 20:00

火曜日 11:00 ～ 19:00

木曜日 14:00 ～ 19:00

40 堺南共同購入センター 共同購入センター 堺市南区土佐屋台1501-1 金曜日 15:00 ～ 19:00

41 読売センター和泉中央 新聞販売店 和泉市いぶき野5丁目8-4 水曜日 14:30 ～ 16:30

42 読売センター富木・信太山 新聞販売店 和泉市太町　３６－７ 木曜日 14:00 ～ 16:30

43 忠岡共同購入センター 共同購入センター 泉北郡忠岡町忠岡北3-12-20 火・水・木曜日 15:00 ～ 19:00

44 コープ貝塚店 コープのお店 貝塚市津田北町28-1 火曜日 16:00 ～ 19:00

NEW 45 読売センター橋本水間 新聞販売店 貝塚市三ツ松７６７ 木曜日 14:30 ～ 17:00

NEW 46 読売センター熊取・東佐野 新聞販売店 熊取町大久保中1丁目1-2 水曜日 14:30 ～ 16:30

月曜日・水曜日 16:00 ～ 19:00

火曜日 10:30 ～ 12:30

48 コスメカジモト 化粧品取扱店 泉南市信達大苗代62 月曜日 12:00 ～ 18:00

49 読売センター和泉一丘 新聞販売店 泉南市信達大苗代１１２５ 火曜日 12:00 ～ 17:30

NEW 50 読売センター樽井 新聞販売店 泉南市男里3-6-11 木曜日 11:30 ～ 17:00

51 泉南共同購入センター 共同購入センター 泉南市樽井3-41-1 金曜日 12:00 ～ 19:00

52 藤本酒店 リカーショップ 泉南郡岬町淡輪3805-14 火曜日 12:00 ～ 19:00

47 コープ泉佐野店 コープのお店 泉佐野市市場西3丁目-2-45

コープの宅配 ステーション一覧
受取時間

19 コープ城山店 羽曳野市古市7丁目10-5

39 堺中央共同購入センター 共同購入センター 堺市中区深井清水町1792-1

コープのお店


