
５３４-８５８５ 大阪拘置所,大阪府,大阪市都島区,友渕町,１-２－５

５３４-８５０２ 大阪市 京橋市税事務所,大阪府,大阪市都島区,片町,２－２－４８

５３４-８５０１ 都島区役所,大阪府,大阪市都島区,中野町,２-１６－２０

５３４-８５１１ よみうりテレビサービス,大阪府,大阪市都島区,片町,２-２－４０

５５３-８５０３ 朝日放送 (株),大阪府,大阪市福島区,福島,１-１番３０号

５５３-８５１１ 大阪高等検察庁,大阪府,大阪市福島区,福島,１-１－６０

５５３-８５０１ 大阪市福島区役所,大阪府,大阪市福島区,大開,１-８－１

５５３-８５１２ 大阪地方検察庁,大阪府,大阪市福島区,福島,１-１－６０

５５３-８５６７ 大阪福島税務署,大阪府,大阪市福島区,玉川,２-１２－２８

５５３-８５５５ (株) うおいち,大阪府,大阪市福島区,野田,１－１－８６

５５３-８５５８ (株) 大塚商会 関西支社,大阪府,大阪市福島区,福島,６－１４－１

５５３-８５８８ (株) 交通タイムス社 大阪事業所,大阪府,大阪市福島区,福島,４-８番５号

５５３-８５５０ (株) 大水,大阪府,大阪市福島区,野田,１-１番８６号

５５３-８７３９ 学校法人 創造社学園 創造社デザイン専門学校,大阪府,大阪市福島区,福島,６-２５－２３

５５３-８５１３ 人事院近畿事務局,大阪府,大阪市福島区,福島,１-１－６０

５５３-８５５３ 阪神電気鉄道 (株),大阪府,大阪市福島区,海老江,１-１番２４号

５５３-８５８５ 福島年金事務所,大阪府,大阪市福島区,福島,８-１２－６

５５４-８５０１ 大阪市此花区役所,大阪府,大阪市此花区,春日出北,１-８－４

５５４-８５８８ (株) アド・ダイセン,大阪府,大阪市此花区,常吉,１-１－６０

５５４-８５１１ 住友電気工業 (株) 大阪製作所,大阪府,大阪市此花区,島屋,１-１－３

５５４-８５８５ ホテル京阪 ユニバーサル・シティ,大阪府,大阪市此花区,島屋,６-２－７８

５５０-８５２７ アズワン (株),大阪府,大阪市西区,江戸堀,２-１－２７

５５０-８５５２ 大阪市高速電気軌道 (株),大阪府,大阪市西区,九条南,１－１２－６２

５５０-８５６６ 大阪市消防局,大阪府,大阪市西区,九条南,１-１２番５４号

５５０-８５０１ 大阪市西区役所,大阪府,大阪市西区,新町,４-５－１４

５５０-８５６７ 大阪トヨペット (株),大阪府,大阪市西区,立売堀,３-１－１

５５０-８５０５ 大阪府 なにわ西府税事務所,大阪府,大阪市西区,本田,１-６－１６

５５０-８５７８ (株) オーエムエムジー,大阪府,大阪市西区,北堀江,２-２－２５－２Ｆ

５５０-８６５９ (株) オーツー,大阪府,大阪市西区,靱本町,１-６－６

５５０-８５５８ (株) 角川マーケティング関西オフィス,大阪府,大阪市西区,江戸堀,２-１－１

５５０-８５３０ (株) 関西ぱど,大阪府,大阪市西区,靱本町,１-１０番２４号

５５０-８５８０ (株) 栗本鐵工所,大阪府,大阪市西区,北堀江,１-１２番１９号

５５０-８５７５ (株) 京阪神エルマガジン社,大阪府,大阪市西区,江戸堀,１-１０番８号

５５０-８５５５ (株) 立花エレテック,大阪府,大阪市西区,西本町,１-１３－２５

５５０-８５３８ 近畿労働金庫,大阪府,大阪市西区,江戸堀,１-１２－１労金肥後橋ビル

５５０-８５４１ サンコーインダストリー (株),大阪府,大阪市西区,立売堀,１-９番２８号

５５０-８５０２ 杉本商事 (株),大阪府,大阪市西区,立売堀,５-７－２７

５５０-８５５０ 住友電設 (株),大阪府,大阪市西区,阿波座,２-１－４

５５０-８５１０ 全国健康保険協会 大阪支部,大阪府,大阪市西区,靱本町,１－１１－７

５５０-８５７７ 損保ジャパン日本興亜 (株),大阪府,大阪市西区,江戸堀,１-１１番４号

５５０-８５０８ 大日本印刷 (株) 大阪,大阪府,大阪市西区,南堀江,１-１７－２８

５５０-８５８７ 帝人グループ,大阪府,大阪市西区,土佐堀,一-３番７号

５５０-８５７０ デイリースポーツ 大阪本社,大阪府,大阪市西区,江戸堀,１-１０番８号

５５０-８５８５ 三木産業 (株) 大阪支店,大阪府,大阪市西区,北堀江,３-１２－２３

５５０-８５０３ 労働法令新報社,大阪府,大阪市西区,西本町,３-１－４６奥内５号ビル

５５０-８６６０ (株) 山善,大阪府,大阪市西区,立売堀,２-３－１６

５５２-８５１０ 大阪市港区役所,大阪府,大阪市港区,市岡,１-１５－２５

５５２-８５０１ 大阪放送 (株),大阪府,大阪市港区,弁天,１-２－４

５５１-８５１１ (株) エディオンＬＥＣ近畿,大阪府,大阪市大正区,船町,１-２－２１

５５１-８５５１ (株) 中山製鋼所,大阪府,大阪市大正区,船町,１-１－６６

５５１-８５０１ 大正区役所,大阪府,大阪市大正区,千島,２-７－９５

５４３-８５０２ 大阪警察病院,大阪府,大阪市天王寺区,北山町,１０－３１

５４３-８５０１ 大阪市天王寺区役所,大阪府,大阪市天王寺区,真法院町,２０－３３

５４３-８５５５ 大阪赤十字病院,大阪府,大阪市天王寺区,筆ケ崎町,５－３０

５４３-８５１１ 大阪府 大阪自動車税事務所,大阪府,大阪市天王寺区,伶人町,２番７号

５４３-８５３３ 大阪府 なにわ南府税事務所,大阪府,大阪市天王寺区,伶人町,２番７号

５４３-８６８８ (株) 浅沼組 大阪本店,大阪府,大阪市天王寺区,東高津町,１２－６

５４３-８５４３ (株) 近鉄百貨店 上本町店,大阪府,大阪市天王寺区,上本町,６-１－５５

５４３-８９２１ (株) デサント,大阪府,大阪市天王寺区,堂ケ芝,１-１１番３号

５４３-８５５８ (株) 森本組,大阪府,大阪市天王寺区,夕陽丘町,４－１１

５４３-８５８５ 近畿日本鉄道 (株),大阪府,大阪市天王寺区,上本町,６-１－５５

５４３-８６８６ ギフコ (株),大阪府,大阪市天王寺区,六万体町,５－１

５４３-８６０１ ゼット (株),大阪府,大阪市天王寺区,烏ケ辻,１-２－１６

５４３-８５０３ 天王寺税務署,大阪府,大阪市天王寺区,堂ケ芝,２-１１番２５号

５４３-８５８８ 天王寺年金事務所,大阪府,大阪市天王寺区,悲田院町,７－６

５４３-８６６６ 大阪信用金庫,大阪府,大阪市天王寺区,上本町,８-９－１４

５５６-８５１０ ｆｍ ｏｓａｋａ,大阪府,大阪市浪速区,湊町,１-３番１号

５５６-８５５８ エルエイト,大阪府,大阪市浪速区,敷津東,２-５番１５号

５５６-８６７０ 大阪市 なんば市税事務所,大阪府,大阪市浪速区,湊町,１－４－１

５５６-８５３５ (株) アプラス,大阪府,大阪市浪速区,湊町,１-２番３号

５５６-８６０１ (株) クボタ 本社,大阪府,大阪市浪速区,敷津東,１-２－４７

５５６-８６６０ (株) 産業経済新聞社,大阪府,大阪市浪速区,湊町,２-１番５７号

５５６-８５１５ (株) サンケイリビング新聞社,大阪府,大阪市浪速区,湊町,２-１番５７号

５５６-８５１６ (株) リビングプロシード,大阪府,大阪市浪速区,湊町,２-１番５７号

５５６-８６６６ 産經新聞開発 (株),大阪府,大阪市浪速区,湊町,２－１－５７

５５６-８６６３ サンケイスポーツ,大阪府,大阪市浪速区,湊町,２-１番５７号

５５６-８６６５ サンケイチケットセンター,大阪府,大阪市浪速区,湊町,２-１番５７号

５５６-８５５０ 上新電機 (株),大阪府,大阪市浪速区,日本橋西,１-６－５

５５６-８５５５ 東洋紙業 (株),大阪府,大阪市浪速区,芦原,１-３番１８号

５５６-８５０１ 浪速区役所,大阪府,大阪市浪速区,敷津東,１-４－１９

５５６-８５０３ 南海電気鉄道 (株),大阪府,大阪市浪速区,敷津東,二-１番４１号

５５６-８５８５ 難波年金事務所,大阪府,大阪市浪速区,敷津東,２００１/６/１６

５５６-８６６４ 夕刊フジ,大阪府,大阪市浪速区,湊町,２-１番５７号

５５５-８５０２ 江崎グリコ (株),大阪府,大阪市西淀川区,歌島,４-６－５

５５５-８５０１ 大阪市西淀川区役所,大阪府,大阪市西淀川区,御幣島,１-２番１０号

５５５-８５０３ 鴻池運輸 (株) 西大阪流通センター営業所,大阪府,大阪市西淀川区,中島,２-１３番３３号

５５５-８５５５ 国分 (株) 近畿支社 西淀川流通センター,大阪府,大阪市西淀川区,西島,１-１番６０号

５３３-８５３３ 大阪経済大学,大阪府,大阪市東淀川区,大隅,２-２－８
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５３３-８５５５ (株) キーエンス,大阪府,大阪市東淀川区,東中島,１-３－１４

５３３-８５８５ (株) ダイヤモンドプレス,大阪府,大阪市東淀川区,豊新,４-２１－１

５３３-８６５１ 参天製薬 (株),大阪府,大阪市東淀川区,下新庄,３-９番３１号

５３３-８５０２ 杉本商事 (株) 本社,大阪府,大阪市東淀川区,豊新,２００５/６/２７

５３３-８５０１ 東淀川区役所,大阪府,大阪市東淀川区,豊新,２-１－４

５３３-８５５８ ライフコーポレーション,大阪府,大阪市東淀川区,東中島,１-１９－４

５３７-８６８６ コクヨ (株）,大阪府,大阪市東成区,大今里南,６-１－１

５３７-８９１１ ザ・パック (株),大阪府,大阪市東成区,東小橋,２-９番９号

５３７-８５０１ 東成区役所,大阪府,大阪市東成区,大今里西,２-８－４

５４４-８５０１ 生野区役所,大阪府,大阪市生野区,勝山南,３-１－１９

５４４-８５５５ 生野税務署,大阪府,大阪市生野区,勝山北,５-２２－１４

５４４-８５８５ (株) モリタホールディングス,大阪府,大阪市生野区,小路東,５-５番２０号

５４４-８６８６ 昌栄印刷 (株),大阪府,大阪市生野区,桃谷,１-３番２３号

５４４-８６６６ ロート製薬 (株),大阪府,大阪市生野区,巽西,１-８－１

５３５-８５５５ 旭 税務署,大阪府,大阪市旭区,大宮,１-１－２５

５３５-８５０１ 大阪市旭区役所,大阪府,大阪市旭区,大宮,１-１－１７

５３５-８５８５ 学校法人 常翔学園（大阪工業大学）,大阪府,大阪市旭区,大宮,５-１６－１

５３５-８５８５ 学校法人 常翔学園（常翔学園高等学校）,大阪府,大阪市旭区,大宮,５-１６－１

５３５-８５８５ 学校法人 常翔学園（常翔学園中学校）,大阪府,大阪市旭区,大宮,５-１６－１

５３６-８５１０ 大阪市城東区役所,大阪府,大阪市城東区,中央,３-５番４５号

５３６-８５５３ 大阪市立工業研究所,大阪府,大阪市城東区,森之宮,１-６－５０

５３６-８５０１ 大阪府 なにわ東府税事務所,大阪府,大阪市城東区,中央,３-５番２０号

５３６-８５６７ 大阪府貨物運送健康保険組合,大阪府,大阪市城東区,鴫野西,２-１１－２

５３６-８５０５ 大阪府赤十字血液センター,大阪府,大阪市城東区,森之宮,２-４－４３

５３６-８５０３ (株) 大丸・城東総合センター,大阪府,大阪市城東区,東中浜,８-８－３７

５３６-８５８５ 学校法人 大阪信愛女学院,大阪府,大阪市城東区,古市,２-７－３０

５３６-８６８６ 牛乳石鹸共進社 (株),大阪府,大阪市城東区,今福西,２-４－７

５３６-８５８８ 公益(財) 大阪府保健医療財団 大阪がん循環器病予防センター,

５３６-８５８８ 大阪府,大阪市城東区,森之宮,１-６番１０７号

５３６-８５２７ 城東税務署,大阪府,大阪市城東区,中央,２-１４－２９

５３６-８５０８ 大正製薬 (株) 大阪支店,大阪府,大阪市城東区,関目,６-１－１７

５３６-８５３６ タカラスタンダード (株),大阪府,大阪市城東区,鴫野東,１-２－１

５３６-８５５０ 独立行政法人 都市再生機構 西日本支社,大阪府,大阪市城東区,森之宮,１-６－８５

５３６-８５２２ 独立行政法人 都市再生機構 西日本支社 大阪住宅管理センター,

５３６-８５２２ 大阪府,大阪市城東区,森之宮,２-９－２０４

５３６-８５５８ ＤｏＣｏＭｏサービス 関西,大阪府,大阪市城東区,森之宮,１-６－１１１

５３６-８５２３ 扶桑薬品工業 (株),大阪府,大阪市城東区,森之宮,２-３－１１

５４５-８５３３ 大阪市 あべの市税事務所,大阪府,大阪市阿倍野区,旭町,１－２－７－７０２

５４５-８５０１ 大阪市阿倍野区役所,大阪府,大阪市阿倍野区,文の里,１-１－４０

５４５-８５５０ 大阪市環境事業局,大阪府,大阪市阿倍野区,阿倍野筋,１-５番１号

５４５-８５８５ 大阪市立大学 医学部,大阪府,大阪市阿倍野区,旭町,１-４－５４

５４５-８５８６ 大阪市立大学 医学部付属病院,大阪府,大阪市阿倍野区,旭町,１-５－７

５４５-８５１１ 大杉製薬 (株),大阪府,大阪市阿倍野区,天王寺町南,１-１－２

５４５-８５５５ (株) 奥村組,大阪府,大阪市阿倍野区,松崎町,２-２－２

５４５-８５４５ (株) 近鉄百貨店,大阪府,大阪市阿倍野区,阿倍野筋,１-１－４３

５４５-８５２２ シャープ (株),大阪府,大阪市阿倍野区,長池町,２２－２２

５５８-８５０１ 大阪市住吉区役所,大阪府,大阪市住吉区,南住吉,３-１５－５５

５５８-８５８５ 大阪市立大学,大阪府,大阪市住吉区,杉本,３-３－１３８

５５８-８５５８ 大阪府立 急性期・総合医療センター,大阪府,大阪市住吉区,万代東,３-１－５６

５５８-８５５５ 住吉税務署,大阪府,大阪市住吉区,住吉,２-１７－３７

５４６-８５０１ 東住吉区役所,大阪府,大阪市東住吉区,東田辺,１-１３－４

５５７-８５０１ 大阪市西成区役所,大阪府,大阪市西成区,岸里,１-５番２０号

５３２-８５１４ アステラス製薬 (株） 加島事業場,大阪府,大阪市淀川区,加島,２-１－６

５３２-８５５５ オー・ジー (株) 本社／大阪支店,大阪府,大阪市淀川区,宮原,４-１番４３号

５３２-８５１５ オール日本スーパーマーケット 協会,大阪府,大阪市淀川区,西中島,５-１４－１０

５３２-８５０１ 大阪市淀川区役所,大阪府,大阪市淀川区,十三東,２-３－３

５３２-８５１２ (株) ダイヘン,大阪府,大阪市淀川区,田川,２-１番１１号

５３２-８５１１ (株) 公文教育研究会,大阪府,大阪市淀川区,西中島,５-６番６号

５３２-８６８０ (株) シェル石油大阪発売所,大阪府,大阪市淀川区,西中島,２-１１－３０

５３２-８５３５ (株) チップワンストップ 関西営業所,大阪府,大阪市淀川区,西宮原,１-５番２８号

５３２-８５６０ (株) ニイタカ,大阪府,大阪市淀川区,新高,１-８－１０

５３２-８５０８ (株) パールエース 関西支店,大阪府,大阪市淀川区,宮原,３-５－３６

５３２-８５８８ (株) メディカ出版,大阪府,大阪市淀川区,宮原,３-４番３０号

５３２-８５２５ コプロ (株),大阪府,大阪市淀川区,西中島,５-１４－１０

５３２-８５２０ 全国金物連合商業協同組合,大阪府,大阪市淀川区,西中島,５-１４－２２

５３２-８５０５ 田辺三菱製薬 (株) 加島事業所,大阪府,大阪市淀川区,加島,３-１６番８９号

５３２-８５２４ 日清食品 (株) 本社,大阪府,大阪市淀川区,西中島,４-１－１

５３２-８５５８ 東淀川税務署,大阪府,大阪市淀川区,木川東,２-３－１

５３２-８５０７ 淀川労働基準監督署,大阪府,大阪市淀川区,西三国,４-１－１２

５３８-８５１０ 大阪市鶴見区役所,大阪府,大阪市鶴見区,横堤,５-４－１９

５３８-８６５５ カナヱ塗料 (株),大阪府,大阪市鶴見区,放出東,１-６－１３

５３８-８６６６ (株) アサヒペン,大阪府,大阪市鶴見区,鶴見,４-１－１２

５３８-８５５５ (株) コジット,大阪府,大阪市鶴見区,放出東,１-２９－１０

５３８-８５０１ (株) タカラ,大阪府,大阪市鶴見区,緑,２００１/１１/８

５３８-８６８６ (株) 椿本チエイン,大阪府,大阪市鶴見区,鶴見,４-１７－９６

５３８-８５８５ (株) 鶴見製作所,大阪府,大阪市鶴見区,鶴見,４-１６－４０

５５９-８５１９ いであ (株) 大阪支社,大阪府,大阪市住之江区,南港北,１-２４－２２

５５９-８６０２ インテックス大阪,大阪府,大阪市住之江区,南港北,１－５－１０２

５５９-８６５８ 永大産業 (株) 本社,大阪府,大阪市住之江区,平林南,２-１０－６０

５５９-８５５８ 大阪市水道局,大阪府,大阪市住之江区,南港北,２－１－１０

５５９-８６０４ 大阪バイイー,大阪府,大阪市住之江区,南港南,２－４－４３

５５９-８５５５ 大阪府 咲洲庁舎,大阪府,大阪市住之江区,南港北,１－１４－１６

５５９-８５６１ (株) グルメ杵屋,大阪府,大阪市住之江区,北加賀屋,３-４－７

５５９-８５０１ (株) ライカ,大阪府,大阪市住之江区,南港北,１-６－３９

５５９-８５５３ (株) ロゴスコーポレーション,大阪府,大阪市住之江区,平林南,２-１１－１

５５９-８６０５ (株) ワールドサプライ 大阪営業所,大阪府,大阪市住之江区,柴谷,２－８－７６

５５９-８５０６ 関西電力 (株),大阪府,大阪市住之江区,浜口西,３-９番５号

５５９-８５１１ 社団法人 大阪府自動車整備振興会,大阪府,大阪市住之江区,南港東,３-５－６



５５９-８５８５ 真生印刷 (株),大阪府,大阪市住之江区,浜口西,１-１３－３

５５９-８６０１ 住之江区役所,大阪府,大阪市住之江区,御崎,３-１番１７号

５５９-８５５０ 津田産業 (株),大阪府,大阪市住之江区,平林南,１-８－１９

５５９-８５６０ 日本年金機構 玉出年金事務所,大阪府,大阪市住之江区,新北島,１－２－１

５５９-８７２９ パナソニック (株) エナジー住之江工場,大阪府,大阪市住之江区,平林北,１-２－６３

５５９-８５５９ 日立造船 (株),大阪府,大阪市住之江区,南港北,１-７－８９

５５９-８５０２ 舞昆のこうはら,大阪府,大阪市住之江区,東加賀屋,１－３－４０

５５９-８５１０ ミズノ (株),大阪府,大阪市住之江区,南港北,１-１２－３５

５５９-８６５１ 三井造船 (株) 大阪事業所,大阪府,大阪市住之江区,柴谷,１-２－３２

５５９-８６１１ 森ノ宮医療大学,大阪府,大阪市住之江区,南港北,１-２６－１６

５５９-８５８８ デジタルプラネット衛星放送,大阪府,大阪市住之江区,南港北,１-１４－１６

５４７-８５１４ (株) コアデ,大阪府,大阪市平野区,長吉川辺,３-１５－７

５４７-８５１０ シャープマーケティングジャパン (株),大阪府,大阪市平野区,加美南,３-８番２５号

５４７-８５０１ 東住吉税務署,大阪府,大阪市平野区,平野西,２-２－２

５４７-８５８０ 平野区役所,大阪府,大阪市平野区,背戸口,３-８－１９

５３０-８５７８ (株） 近畿しんきんカード,大阪府,大阪市北区,西天満,４-１３番８号

５３０-８２８７ (株） クレハ 大阪営業所,大阪府,大阪市北区,堂島浜,２－２－２８

５３０-８２０５ 旭化成 (株),大阪府,大阪市北区,中之島,３-３－２３中之島ダイビル

５３０-８４４８ 伊藤忠商事 (株),大阪府,大阪市北区,梅田,３-１－３

５３０-８５６７ 梅田公共職業安定所,大阪府,大阪市北区,梅田,１-２－２

５３０-８５５０ エスペック (株),大阪府,大阪市北区,天神橋,３-５番６号

５３０-８５６０ ＦＭ ＣＯＣＯＬＯ,大阪府,大阪市北区,天神橋,２-北２番６号

５３０-８５７３ ＦＷＤ富士生命保険 (株),大阪府,大阪市北区,大深町,３番１号

５３０-８５２３ 大阪簡易裁判所,大阪府,大阪市北区,西天満,２-１－１０

５３０-８７９８ 大阪北逓信病院,大阪府,大阪市北区,中崎,１-１－６

５３０-８４８０ 大阪北野病院,大阪府,大阪市北区,扇町,２-４番２０号

５３０-８５２１ 大阪高等裁判所,大阪府,大阪市北区,西天満,２-１－１０

５３０-８２１６ 大阪市 梅田市税事務所,大阪府,大阪市北区,梅田,１－２－２－７００

５３０-８４０１ 大阪市北区役所,大阪府,大阪市北区,扇町,２-１番２７号

５３０-８５８２ 大阪市住宅供給公社,大阪府,大阪市北区,天神橋,６-４番２０号

５３０-８２１８ 大阪市都市整備局 住宅支援受付窓口,大阪府,大阪市北区,天神橋,６－４－２０

５３０-８２０１ 大阪市役所,大阪府,大阪市北区,中之島,２００１/３/２０

５３０-８３４６ 大阪市役所内郵送事務処理センター,大阪府,大阪市北区,中之島,１-３番２０号

５３０-８３１０ 大阪新阪急ホテル,大阪府,大阪市北区,芝田,１-１番３５号

５３０-８５２２ 大阪地方裁判所,大阪府,大阪市北区,西天満,２-１－１０

５３０-８３２７ 大阪府 社会保険診療報酬支払基金,大阪府,大阪市北区,鶴野町,２－１２

５３０-８２１４ 大阪府中小企業信用保証協会,大阪府,大阪市北区,梅田,３－３－２０

５３０-８２４５ オリックス (株),大阪府,大阪市北区,梅田,３-３－２０

５３０-８２３９ オリックス自動車 (株),大阪府,大阪市北区,梅田,３-３－２０

５３０-８３８８ (株) 大阪梅田秘書センター,大阪府,大阪市北区,芝田,２-３－１４

５３０-８２５６ 鐘紡 (株),大阪府,大阪市北区,梅田,２-５－６

５３１-８５０３ カバーマーク (株),大阪府,大阪市北区,豊崎,３-１９番３号

５３０-８２５５ (株) アサヒ・ファミリー・ニュース社,大阪府,大阪市北区,中之島,２-３番１８号

５３０-８３３８ (株) ウィルコム,大阪府,大阪市北区,中之島,３-２番１８号

５３０-８２１５ (株) エイチ・アイ・エス,大阪府,大阪市北区,梅田,３-４番５号

５３０-８５０４ (株) エスペランス,大阪府,大阪市北区,松ケ枝町,１－３９

５３０-８５８０ (株) ＦＭ８０２,大阪府,大阪市北区,天神橋,２-北２番６号

５３０-８３０４ (株) ＭＢＳメディアホールディングス,大阪府,大阪市北区,茶屋町,１７番１号

５３０-８５２０ (株) 大林組,大阪府,大阪市北区,中之島,３-６－３２

５３０-８２８８ (株) カネカ,大阪府,大阪市北区,中之島,二-３番１８号

５３０-８６８８ (株) ぎょうせい 関西支社,大阪府,大阪市北区,天満,２-７－１７

５３０-８６１１ (株) クラレ,大阪府,大阪市北区,角田町,８番１号

５３０-８５７７ (株) 廣済堂,大阪府,大阪市北区,野崎町,９番８号

５３０-８５１７ (株) 鴻池組 大阪本店,大阪府,大阪市北区,梅田,３-４－５

５３０-８２７８ (株) スポーツニッポン新聞社 大阪本社,大阪府,大阪市北区,梅田,３-４－５

５３０-８２６３ (株) 大広,大阪府,大阪市北区,中之島,２-２－７

５３０-８２０２ (株) 大丸松坂屋百貨店 大丸大阪・梅田店,大阪府,大阪市北区,梅田,３-１番１号

５３０-８３０８ (株) ダイワエクシード,大阪府,大阪市北区,豊崎,３-２０番１２号

５３０-８２２８ (株) 電通 関西支社,大阪府,大阪市北区,中之島,３-２番４号

５３０-８２１２ (株) ニチメン 保険センター,大阪府,大阪市北区,堂島浜,１-２－６

５３０-８５７５ (株) 日刊現代大阪,大阪府,大阪市北区,野崎町,５－９

５３０-８３３４ (株) 日刊スポーツ新聞西日本,大阪府,大阪市北区,中之島,２－３－１８

５３０-８２８２ (株) 日本交通公社 関西営業本部,大阪府,大阪市北区,梅田,３-２－１４

５３０-８２６２ (株) 博報堂 関西支社,大阪府,大阪市北区,中之島,２-２－７

５３０-８３８３ (株) 阪急交通社,大阪府,大阪市北区,角田町,８－４７

５３０-８３５５ (株) 阪急交通社 トラピックス,大阪府,大阪市北区,梅田,二-５番２５号

５３０-８３５０ (株) 阪急百貨店,大阪府,大阪市北区,角田町,８－７

５３０-８２２１ (株) フェリシモ,大阪府,大阪市北区,梅田,１-１－３－２５００

５３０-８２５０ (株) 富士通ビジネスシステム,大阪府,大阪市北区,梅田,３-３番１０号

５３０-８５８８ (株) 松村組,大阪府,大阪市北区,天満,１-３－２１

５３０-８５５１ (株) 読売新聞 大阪本社,大阪府,大阪市北区,野崎町,５番９号

５３０-８５８６ (株) 読売情報開発大阪,大阪府,大阪市北区,野崎町,５番９号

５３０-８５１２ (株) 読売ライフ,大阪府,大阪市北区,西天満,６-３番１６号

５３０-８２４０ (株) リクルートホールディングス,大阪府,大阪市北区,角田町,８番１号

５３０-８３３３ 関西セルラー電話 (株),大阪府,大阪市北区,中崎西,２-４－１２

５３０-８４０８ 関西テレビ放送 (株),大阪府,大阪市北区,扇町,２-１番７号

５３０-８２７０ 関西電力 (株),大阪府,大阪市北区,中之島,３-６－１６

５３０-８５０６ 関西電力 (株),大阪府,大阪市北区,堂島浜,２-１番２９号

５３０-８５３１ 関西フエルトファブリック (株),大阪府,大阪市北区,野崎町,７番１６号

５３０-８２２６ 関電システムソリューションズ (株),大阪府,大阪市北区,梅田,三-３番２０号

５３０-８５６８ 学校法人 常翔学園（大阪工業大学 梅田キャンパス）,大阪府,大阪市北区,茶屋町,１番４５号

５３０-８５８５ 北 税務署,大阪府,大阪市北区,南扇町,７－１３

５３０-８２６０ キヤノンマーケティングジャパン (株) 大阪支店,大阪府,大阪市北区,中之島,３－２－４

５３０-８２０７ キョードー大阪,大阪府,大阪市北区,梅田,２-５－６

５３０-８５７４ 共栄火災海上保険 (株),大阪府,大阪市北区,西天満,１-２－５

５３０-８２８０ 協和発酵キリン (株),大阪府,大阪市北区,堂島,１-６－２０

５３０-８３２２ グンゼ (株),大阪府,大阪市北区,中崎西,２-４－１２

５３０-８５８３ ゲッツ編集部,大阪府,大阪市北区,野崎町,６－１森ビル４Ｆ



５３０-８４１１ 高圧ガス工業 (株),大阪府,大阪市北区,中崎西,２-４番１２号

５３０-８５４４ 国分 (株) 近畿支社,大阪府,大阪市北区,天満橋,１-８番３０号

５３０-８４４１ コモライフ (株),大阪府,大阪市北区,梅田,１-２番２－９００号

５３０-８２３２ サンケイチケットセンター,大阪府,大阪市北区,梅田,２-４番９号

５３０-８５５２ 参天製薬 (株),大阪府,大阪市北区,大深町,４－２０

５３０-８２０３ サントリー (株),大阪府,大阪市北区,堂島浜,２-１－４０

５３０-８２０４ サントリー (株) アネックスビル,大阪府,大阪市北区,堂島,２-１－５

５３０-８５５８ ＪＲ西日本ＳＣ開発 (株)（ＬＵＣＵＡ １１００（ルクアイーレ））,大阪府,大阪市北区,梅田,２００３/１/３

-５３-０８２１７ ＪＲ西日本ＳＣ開発 (株)（ＬＵＣＵＡ）,大阪府,大阪市北区,梅田,２００３/１/３

５３０-８３１８ ＪＦＥ商事 (株),大阪府,大阪市北区,堂島,１-６番２０号

５３０-８３５３ ＪＦＥスチール (株) 大阪支社,大阪府,大阪市北区,堂島,１-６番２０号

５３０-８２５２ 住信・パナソニックフィナンシャルサービス (株),大阪府,大阪市北区,堂島,一-５番３０号

５３０-８５６５ 積水化学工業 (株),大阪府,大阪市北区,西天満,２-４－４

５３０-８２０９ 税務照会事務処理センター,大阪府,大阪市北区,中之島,１-３番２０号

５３０-８５５６ 全国柔整師協会,大阪府,大阪市北区,曽根崎,２-２－１

５３０-８５１１ 象印マホービン (株),大阪府,大阪市北区,天満,１-２０－５

５３０-８３０１ 武富士 梅田支店,大阪府,大阪市北区,小松原町,１－７

５３０-８３２３ ダイキン工業 (株) 本社,大阪府,大阪市北区,中崎西,２-４－１２

５３０-８２１０ 大建工業 (株),大阪府,大阪市北区,中之島,３-２番４号

５３０-８２４１ 大和ハウス工業 (株),大阪府,大阪市北区,梅田,３-３－５

５３０-８６０５ 帝人グループ,大阪府,大阪市北区,中之島,三-２番４号

５３０-８５３５ デュプロ (株）,大阪府,大阪市北区,東天満,１-１１－１９

５３０-８２２２ 東レ (株) 大阪本社,大阪府,大阪市北区,中之島,３-３－３

５３０-８４１５ 東宝 (株),大阪府,大阪市北区,茶屋町,１９番１９号

５３０-８２３０ 東洋紡績 (株),大阪府,大阪市北区,堂島浜,２-２－８

５３０-８５６６ 中西金属工業 (株),大阪府,大阪市北区,天満橋,３-３－５

５３０-８３４１ 西日本旅客鉄道 (株),大阪府,大阪市北区,芝田,２-４－２４

５３０-８５５５ ニッセイ同和損害保険 (株),大阪府,大阪市北区,西天満,４-１５番１０号

５３０-８６０６ 日鉄物産 (株) 大阪支社,大阪府,大阪市北区,中之島,３-２番４号

５３０-８６６０ 日本銀行 大阪支店,大阪府,大阪市北区,中之島,２－１－４５

５３０-８３８９ 阪急電鉄 (株),大阪府,大阪市北区,芝田,１-１６－１

５３０-８２８１ Ｂｅ Ｈａｐｐｙ！７８９,大阪府,大阪市北区,梅田,２-５－２５

５３０-８４７５ ぴあ (株) 関西支社,大阪府,大阪市北区,堂島浜,１-４－４

５３０-８２２７ プロミス (株),大阪府,大阪市北区,梅田,１-２－２－９００

５３０-８５０１ 弁護士法人 みお綜合法律事務所,大阪府,大阪市北区,梅田,３-１番３号

５３０-８２８３ 毎日新聞 大阪開発 (株),大阪府,大阪市北区,梅田,３-４番５号

５３０-８３２４ マルニ (株),大阪府,大阪市北区,中崎西,２-３－１

５３０-８２０６ 三菱電機 (株) 関西支社,大阪府,大阪市北区,大深町,４番２０号

５３０-６０７０ 三菱マテリアル (株) 大阪支社,大阪府,大阪市北区,天満橋,１-８番３０号

５３０-８２１３ 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング (株),大阪府,大阪市北区,梅田,２-５番２５号

５３０-８５１３ 三ツワ理化学工業 (株),大阪府,大阪市北区,天満,１-１１－１

５３０-８２６６ 森六ケミカルズ (株) 大阪支店,大阪府,大阪市北区,西天満,１-７－２０

５３０-８２３４ 山発産業 (株),大阪府,大阪市北区,堂島,１-１－２５

５３０-８４０２ ヤマヒサ,大阪府,大阪市北区,万歳町,３－２５

５３０-８３２１ ヤンマーアグリジャパン (株),大阪府,大阪市北区,鶴野町,１番９号

５３０-８３０４ (株) 毎日放送,大阪府,大阪市北区,茶屋町,１－１７

５３０-８４１０ (株) 千趣会,大阪府,大阪市北区,同心,１-４－３１

５３０-８２１１ 朝日新聞 大阪本社,大阪府,大阪市北区,中之島,２-３番１８号

５３０-８６１８ ニチメン (株),大阪府,大阪市北区,中之島,２-２－２

５３０-８２５１ 毎日新聞社,大阪府,大阪市北区,梅田,３-４－５

５３０-８７９１ 共通事務センター,大阪府,大阪市北区,梅田,３-２－４

５３０-８６０２ 三菱商事 (株),大阪府,大阪市北区,梅田,２-２番２２号

５３１-８７８７ 大阪地域センター,大阪府,大阪市北区,大淀中,１-３－６

５３１-８５７７ (株) インテック,大阪府,大阪市北区,豊崎,２００５/４/１９

５３１-８５０１ (株) ザ・シンフォニーホール,大阪府,大阪市北区,大淀南,２-３－３

５３１-８５６７ (株) 日本電商,大阪府,大阪市北区,大淀中,１-７－４

５３１-８５８８ 関西電力 (株) 大阪北支店,大阪府,大阪市北区,本庄東,３-９－３

５３１-８５０２ 関電プラント (株),大阪府,大阪市北区,本庄東,２-９番１８号

５３１-６０５３ 積水ハウスリフォーム (株),大阪府,大阪市北区,大淀中,１-１番９０号

５３１-８５２６ 東罐マテリアル・テクノロジー (株）,大阪府,大阪市北区,大淀北,２-１番２７号

５３１-８５１９ 東急建設 (株) 大阪支店,大阪府,大阪市北区,豊崎,３-１９番３号

５３１-８５１１ ニッポンペイント (株),大阪府,大阪市北区,大淀北,２-１－２

５３１-８５１０ ニプロ (株),大阪府,大阪市北区,本庄西,３-９番３号

５３１-８５５８ 報知新聞 大阪本社,大阪府,大阪市北区,野崎町,５－９読売大阪ビル

５３１-８５５５ 三菱電機クレジット (株),大阪府,大阪市北区,大淀中,１-４－１３

５３０-８６０１ 日本生命保険 相互会社,大阪府,大阪市中央区,今橋,３-５－１２

５３０-８６８０ (株) 住友銀行 本店,大阪府,大阪市中央区,北浜,４-６－５

５４０-８５７５ アルフレッサファーマ (株),大阪府,大阪市中央区,石町,２-２－９

５４０-８５２２ 伊藤忠食品 (株),大阪府,大阪市中央区,城見,２-２－２２

５４０-８５０１ ＮＨＫ大阪放送局,大阪府,大阪市中央区,大手前,４-１－２０

５３０-８７９６ 大阪監査室,大阪府,大阪市中央区,北浜東,３－９

５４０-８５５９ 大阪航空局,大阪府,大阪市中央区,大手前,４-１－７６

５４０-８５４１ 大阪国税局,大阪府,大阪市中央区,大手前,１-５－６３

５４０-８５８７ 大阪司法書士会,大阪府,大阪市中央区,和泉町,１-１－６

５４０-８５４０ 大阪府警察本部,大阪府,大阪市中央区,大手前,３-１－１１

５４０-８５０７ 大阪府中央府税事務所（法人二税）,大阪府,大阪市中央区,大手前,３-１番４３号

５４０-８５４４ 大阪法務局,大阪府,大阪市中央区,谷町,２-１－１７

５４０-８５２７ 大阪労働局,大阪府,大阪市中央区,大手前,４-１－６７

５４０-８５１０ (株) エイデック,大阪府,大阪市中央区,城見,１-３番５０号

５４０-８５６０ (株) 関西みらい銀行,大阪府,大阪市中央区,城見,１-４番２７号

５４０-８６１０ (株) 関西みらい銀行,大阪府,大阪市中央区,備後町,２-２－１

５４０-８５１０ (株) センテンス,大阪府,大阪市中央区,城見,１-３番５０号

５３０-８７９７ (株) ゆうちょ銀行 大阪支店,大阪府,大阪市中央区,北浜東,３番９号

５４０-８５１０ (株) 読売テレビエンタープライズ,大阪府,大阪市中央区,城見,１-３番５０号

５４０-８５１０ (株) よみうりテレビサービス,大阪府,大阪市中央区,城見,１-３番５０号

５４０-８５１０ (株) ｙｔｖ Ｎｅｘｔｒｙ,大阪府,大阪市中央区,城見,１-３番５０号

５４０-８５１０ (株) ｙｔｖメディアデザイン 大阪オフィス,大阪府,大阪市中央区,城見,１-３番５０号

５４０-８６１０ (株) 関西みらいフィナンシャルグループ,大阪府,大阪市中央区,備後町,２-２－１



５３０-８７９７ (株) かんぽ生命 大阪支店,大阪府,大阪市中央区,北浜東,３番９号

５４０-８５０８ (株) サクラクレパス,大阪府,大阪市中央区,森ノ宮中央,１-６－２０

５４０-８５４７ (株) 日経ラジオ社 大阪支社 (ラジオＮＩＫＫＥＩ）,大阪府,大阪市中央区,大手前,１-２番１５号

５４０-８５７８ (株) ニュー・オータニホテル ニューオータニ大阪,大阪府,大阪市中央区,城見,１-４番１号

５４０-８５７７ (株) 丸島アクアシステム,大阪府,大阪市中央区,谷町,５-３－１７

５４０-８５３０ (株) マンダム,大阪府,大阪市中央区,十二軒町,５－１２

５４０-８５２１ (株) 明治 関西支社,大阪府,大阪市中央区,城見,１－２－２７

５４０-８５６０ (株) りそな銀行,大阪府,大阪市中央区,城見,１-４番２７号

５４０-８６１０ (株) りそな銀行 大阪本社,大阪府,大阪市中央区,備後町,２-２－１

５４０-８６０８ (株) りそなホールディングス,大阪府,大阪市中央区,備後町,２-２－１

５４０-８５２６ (株) リヒトラブ,大阪府,大阪市中央区,農人橋,１-１－２２

５４０-８５８５ 京セラドキュメントソリューションズ (株),大阪府,大阪市中央区,玉造,１-２－２８

５４０-８５５８ 近畿運輸局,大阪府,大阪市中央区,大手前,４-１－７６

５４０-８５３３ 近畿管区行政評価局,大阪府,大阪市中央区,大手前,４-１－６７

５４０-８５３５ 近畿経済産業局,大阪府,大阪市中央区,大手前,１-５－４４

５４１-８５５６ 近畿厚生局,大阪府,大阪市中央区,大手前,４-１－７６

５４０-８５５０ 近畿財務局,大阪府,大阪市中央区,大手前,４-１－７６

５４０-８７９５ 近畿総合通信局,大阪府,大阪市中央区,大手前,１-５番４４号

５４０-８６２２ ケイ・オプティコムビル,大阪府,大阪市中央区,城見,二-１番５号

５４０-８５８６ 国土交通省 近畿地方整備局,大阪府,大阪市中央区,大手前,１-５－４４

５４０-８６１５ 国土交通省 近畿地方整備局 建政部 建設産業第一課,大阪府,大阪市中央区,大手前,１５－４-４

５４０-８５５５ (財) 日本中小企業福祉事業財団 (日本フルハップ）,大阪府,大阪市中央区,大手前,２-１－２

５４０-８５１２ 住友生命保険 相互会社,大阪府,大阪市中央区,城見,１-４－３５

５４０-８５０５ 東京海上日動火災保険 (株),大阪府,大阪市中央区,城見,２-２－５３

５４０-８５１１ 西日本電信電話 (株),大阪府,大阪市中央区,馬場町,３－１５

５４０-８５１５ 西松建設 (株) 関西支店,大阪府,大阪市中央区,釣鐘町,２-４－７

５４０-８５８１ 日本直販 (株),大阪府,大阪市中央区,谷町,２-９番３号ガレリア大手前ビル１１Ｆ

５４０-８５５１ 日本電気 (株) 関西支社,大阪府,大阪市中央区,城見,１-４－２４

５３０-８７９７ 日本郵便 (株) 近畿支社,大阪府,大阪市中央区,北浜東,３番９号

５３０-８７９３ 日本郵便 (株) 近畿支社 郵便事業本部 (三種）,大阪府,大阪市中央区,北浜東,３番９号

５４０-８５１７ 年金記録確認大阪地方第三者委員会,大阪府,大阪市中央区,谷町,２-１－１７

５４０-８６０４ 野村證券 (株),大阪府,大阪市中央区,平野町,３-５－１２

５４０-６２５５ パナソニック (株),大阪府,大阪市中央区,城見,２-１－６１

５４０-８５５３ パナソニック (株) コネクティッドソリューションズ社,大阪府,大阪市中央区,城見,２-２番３３号

５４０-８５６６ 森下仁丹 (株),大阪府,大阪市中央区,玉造,１-２－４０

５３０-８６１０ 読売テレビ放送 (株),大阪府,大阪市中央区,城見,２-２－３３

５４０-８５１０ 讀賣テレビ放送 (株),大阪府,大阪市中央区,城見,１-３番５０号

５４０-８５６０ りそなビジネスサービス (株),大阪府,大阪市中央区,城見,１-４番２７号

５４０-８５３４ ＹＫＫ ＡＰ (株),大阪府,大阪市中央区,谷町,４-８－７

５４０-８５１９ テレビ大阪 (株),大阪府,大阪市中央区,大手前,１-２－１８

５４０-８５７０ 大阪府庁,大阪府,大阪市中央区,大手前,２-１－２２

５４０-８５７１ 大阪府庁 (大阪府教育委員会）,大阪府,大阪市中央区,大手前,２-１－２２

５４０-８６０６ (株) ジェーシービー 大阪支社,大阪府,大阪市中央区,北浜東,４－３３

５４０-８６２０ (株) 住友銀行 本店,大阪府,大阪市中央区,北浜,４-６－５

５４０-８６６０ (株) ヤギ,大阪府,大阪市中央区,久太郎町,２-２－８

５４０-８６４２ 三共生興 (株),大阪府,大阪市中央区,安土町,２-５－６

５４０-８６１１ 塩野義製薬 (株),大阪府,大阪市中央区,道修町,３-１－８

５４０-８６３９ 三井住友信託銀行 (株),大阪府,大阪市中央区,北浜,４-５番３３号

５４０-８６８６ 村中医療器 (株),大阪府,大阪市中央区,東高麗橋,４－１５

５４０-８６０５ 和光純薬工業 (株),大阪府,大阪市中央区,道修町,３-１－２

５４１-８５４７ あいおい損害保険 (株),大阪府,大阪市中央区,平野町,３-６－１

５４１-８５０８ 朝日火災海上保険 (株),大阪府,大阪市中央区,本町,３-４番１０号

５４１-８５２１ 岩井コスモ証券 (株),大阪府,大阪市中央区,今橋,１-８番１２号

５４１-８５４３ 上野製薬 (株),大阪府,大阪市中央区,高麗橋,２-４－８

５４１-８５４０ ＮＩ帝人商事 (株),大阪府,大阪市中央区,南本町,１-６－７

５４１-８７６５ エレコム (株),大阪府,大阪市中央区,伏見町,４-１番１号

５４１-８５４１ オーミケンシ (株),大阪府,大阪市中央区,南本町,２００４/１/１

５４１-８５６７ 大阪国際がんセンター,大阪府,大阪市中央区,大手前,３-１番６９号

５４１-８５３１ 大阪市職員労働組合,大阪府,大阪市中央区,瓦町,２-４番７号

５４１-８５１８ 大阪市中央区役所,大阪府,大阪市中央区,久太郎町,１-２－２７

５４１-８５８９ オザックス (株),大阪府,大阪市中央区,博労町,１-６－６

５４１-８５２６ 小野薬品工業 (株),大阪府,大阪市中央区,道修町,２-１－５

５４１-８５６０ 兼松 (株) 大阪支社,大阪府,大阪市中央区,淡路町,２００３/１/９

５４１-８５４３ (株) ウエノフードテクノ,大阪府,大阪市中央区,高麗橋,２-４－８

５４１-６６６６ (株) 大西,大阪府,大阪市中央区,久太郎町,２００３/４/１２

５４１-８５６１ (株) サンケイリビング新聞社,大阪府,大阪市中央区,瓦町,２-６番６号

５４１-８５７２ (株) セディナ,大阪府,大阪市中央区,今橋,４－４－７

５４１-８５２８ (株) 日建設計,大阪府,大阪市中央区,高麗橋,４-６－２

５４１-８５１５ (株) 日本経済新聞社 大阪本社,大阪府,大阪市中央区,高麗橋,１-４番２号

５４１-８５０３ (株) プロルート丸光,大阪府,大阪市中央区,久太郎町,２-１－５

５４０-８６３０ (株) みずほ銀行 大阪支店,大阪府,大阪市中央区,今橋,４-２－１

５４１-８５３５ (株) 三菱東京ＵＦＪ銀行 大阪中央支店,大阪府,大阪市中央区,伏見町,３-５－６

５４１-８５３０ (株) 三菱ＵＦＪ銀行,大阪府,大阪市中央区,伏見町,２００３/５/６

５４１-８５７５ (株) 明成商会,大阪府,大阪市中央区,伏見町,４-４－１

５４１-８５１７ (株) 森本組,大阪府,大阪市中央区,南本町,２－６－１２

５４１-８５２３ 関西ペイント (株),大阪府,大阪市中央区,今橋,２-６－１４

５４１-８５１３ ＫＩＳＣＯ (株) 大阪本社,大阪府,大阪市中央区,伏見町,三-３番７号

５４１-８５６３ 旭洋 (株),大阪府,大阪市中央区,瓦町,２００３/１/１５

５４１-８５０６ 清原 (株),大阪府,大阪市中央区,南久宝寺町,４-５－２

５４１-８５８１ 倉敷紡績 (株),大阪府,大阪市中央区,久太郎町,２-４－３１

５４１-８５１１ 興和 (株) 大阪支店,大阪府,大阪市中央区,淡路町,２-３－５

５４１-８５６８ コスモ石油 (株) 大阪支店,大阪府,大阪市中央区,南本町,１-７－１５

５４１-８５５３ サッポログループマネジメント (株),大阪府,大阪市中央区,今橋,３-３番１３号

５４１-８５５３ サッポロビール (株) 近畿圏本部,大阪府,大阪市中央区,今橋,３-３番１３号

５４１-８５７８ (財) 簡易保険加入者協会 近畿地方本部,大阪府,大阪市中央区,今橋,２-１－１０

５４０-８６０２ ＣＢＣ (株) 大阪支店,大阪府,大阪市中央区,瓦町,１-７－７

５４１-８５１６ シキボウ (株),大阪府,大阪市中央区,備後町,３-２－６

５４１-８５２０ 清水建設 (株) 大阪支店,大阪府,大阪市中央区,本町,３-５－７



５４１-８５５７ 神鋼商事 (株),大阪府,大阪市中央区,北浜,２-６－１８

５４１-８５５３ 神州一味噌 (株),大阪府,大阪市中央区,今橋,３-３番１３号

５４１-８５０９ 新生フィナンシャル (株),大阪府,大阪市中央区,淡路町,２００２/３/９

５４１-８５４６ 住宅金融公庫 大阪支店,大阪府,大阪市中央区,南本町,４-５－２０

５４１-８５５３ スターネット (株) 近畿圏支社,大阪府,大阪市中央区,今橋,３-３番１３号

５４１-８５５３ スタービバレッジサービス (株),大阪府,大阪市中央区,今橋,３-３番１３号

５４１-８５５０ 住友工業 (株),大阪府,大阪市中央区,北浜,４-５－３３

５４１-８５７６ 住友商事ケミカル (株) 関西支社,大阪府,大阪市中央区,北浜,４-５－３３

５４１-８５４５ 損保ジャパン日本興亜 (株),大阪府,大阪市中央区,瓦町,４-１番２号

５４０-８６６８ 瀧定大阪 (株),大阪府,大阪市中央区,備後町,２-３－６

５４０-８６４５ 武田薬品工業 (株),大阪府,大阪市中央区,道修町,４-１－１

５４１-８５０５ 田辺三菱製薬 (株),大阪府,大阪市中央区,道修町,３-２番１０号

５４１-８５２４ 大日本住友製薬 (株),大阪府,大阪市中央区,道修町,２-６－８

５４０-８６０３ 蝶理 (株),大阪府,大阪市中央区,淡路町,１-７－３

５４１-８５８７ 帝人 (株),大阪府,大阪市中央区,南本町,１-６－７

５４１-８５２５ ＤＩＣ (株) 大阪支店,大阪府,大阪市中央区,久太郎町,３-５－１９

５４１-８５５８ 日商岩井 (株),大阪府,大阪市中央区,今橋,２-５－８

５４１-８５５９ 日本板硝子 (株),大阪府,大阪市中央区,北浜,４-５－３３

５４１-８５４２ 野村貿易 (株),大阪府,大阪市中央区,安土町,１-７－３

５４１-８５８５ 阪和興業 (株),大阪府,大阪市中央区,伏見町,４-３番９号

５４１-８５５３ ポッカサッポロフード＆ビバレッジ (株),大阪府,大阪市中央区,今橋,３-３番１３号

５４１-８５２９ 前田建設工業 (株) 関西支店,大阪府,大阪市中央区,久太郎町,２-５－３０

５４１-８５３８ ミズノ (株) 大阪店,大阪府,大阪市中央区,北浜,４-１－２３

５４１-８５３７ 三井住友カード (株),大阪府,大阪市中央区,今橋,４-５－１５

５４０-８６７７ 三井住友海上火災保険 (株),大阪府,大阪市中央区,北浜,４-３－１

５４０-８６７０ 三菱ウェルファーマ (株),大阪府,大阪市中央区,平野町,２-６－９

５４１-８５０２ 三菱ＵＦＪ信託銀行 (株) 大阪証券代行部,大阪府,大阪市中央区,伏見町,３-６－３

５４１-８５３４ 村田長 (株),大阪府,大阪市中央区,南本町,２-５番９号

５４１-８５６６ ユニチカ (株),大阪府,大阪市中央区,久太郎町,４-１－３

５４０-８６７８ ユニチカ通商 (株）,大阪府,大阪市中央区,備後町,３-４－９

５４１-８５０１ 日本生命保険 相互会社,大阪府,大阪市中央区,今橋,３-５番１２号

５４０-８６０７ (株) りそな銀行 年金信託部,大阪府,大阪市中央区,備後町,２-２－１

５４２-８５５８ 稲畑産業 (株),大阪府,大阪市中央区,南船場,１-１５－１４

５４２-８７４５ 大阪府医師協同組合,大阪府,大阪市中央区,上本町西,３-１－５

５４２-８５８０ 大阪府医師協同組合,大阪府,大阪市中央区,上本町西,３-１－５

５４２-８５８５ (株) エスエスケイ,大阪府,大阪市中央区,上本町西,１-２－１９

５４２-８５５４ (株) カナデン 関西支社,大阪府,大阪市中央区,松屋町,７－７

５４２-８６５４ (株) 関西みらい銀行,大阪府,大阪市中央区,西心斎橋,１-２－４

５４２-８５０２ (株) ジェイテクト,大阪府,大阪市中央区,南船場,３-５－８

５４２-８５７７ (株) 誠和商会,大阪府,大阪市中央区,安堂寺町,１-５番６号

５４２-８５５５ (株) そごう 大阪店,大阪府,大阪市中央区,心斎橋筋,１-８－３

５４２-８５１０ (株) 高島屋 大阪店,大阪府,大阪市中央区,難波,５-１－５

５４２-８５０１ (株) 大丸 大阪心斎橋店,大阪府,大阪市中央区,心斎橋筋,１-７－１

５４２-８５３３ (株) 東急ハンズ 心斎橋店,大阪府,大阪市中央区,南船場,３-４－１２

５４２-８５２５ (株) ドウシシャ,大阪府,大阪市中央区,東心斎橋,１-５－５

５４２-８５８８ (株) 日伝,大阪府,大阪市中央区,上本町西,１-２－１６

５４２-８５４２ (株) ＵＳＥＮ 事務センター 大阪管理課,大阪府,大阪市中央区,高津,３－１６－６

５４２-８５６６ クラブツーリズム (株),大阪府,大阪市中央区,難波,４-１番１５号

５４２-８５０４ 住江織物 (株),大阪府,大阪市中央区,南船場,３-１１－２０

５４２-８５１１ 大和証券 (株) 難波支店,大阪府,大阪市中央区,難波,４-２－３

５４２-８５５０ 豊田通商 (株) 大阪支店,大阪府,大阪市中央区,南船場,４-３－１１

５４２-８５０３ 南海電気鉄道 (株),大阪府,大阪市中央区,難波,５-１－６０

５４２-８５２３ 日産プリンス大阪販売 (株),大阪府,大阪市中央区,東心斎橋,１-２番２号

５４２-８５６７ 冨士火災海上保険 (株),大阪府,大阪市中央区,南船場,１-１８－１１

５４２-８６８８ 三井住友カード (株),大阪府,大阪市中央区,今橋,４－５－１５

５４２-８５８６ 南税務署,大阪府,大阪市中央区,谷町,７-５－２３

５４２-８５２２ 村本建設 (株),大阪府,大阪市中央区,南船場,２-４－８

５４２-８６８６ (株) 福徳銀行,大阪府,大阪市中央区,東心斎橋,１-５－９

５４２-８６６０ ユアサ商事 (株) 関西支社,大阪府,大阪市中央区,南船場,２-４－１２

５４１-８５５１ 大阪市船場法人市税事務所,大阪府,大阪市中央区,船場中央,１－４－３－２０３

５９０-８５８９ アマゾン 堺ＦＣ 入庫係,大阪府,堺市堺区,築港八幡町,１３８番７号

５９０-８５８５ ＥＨ (株),大阪府,堺市堺区,北向陽町,２丁１－２５

５９０-８５３１ 大阪地方検察庁 堺支部,大阪府,堺市堺区,南瓦町,２番２９号

５９０-８５１１ 大阪地方裁判所 堺支部,大阪府,堺市堺区,南瓦町,２－２８

５９０-８５６０ 大阪法務局 堺支局,大阪府,堺市堺区,南瓦町,２－２９

５９０-８５２９ (株) 堺ガスセンター,大阪府,堺市堺区,匠町,１

５９０-８５７７ (株) シマノ,大阪府,堺市堺区,老松町,３丁７７-

５９０-８５６７ (株) 泉州銀行 事務統括部,大阪府,堺市堺区,向陵西町,１丁７番１号

５９０-８５１５ 関西大学 堺キャンパス,大阪府,堺市堺区,香ヶ丘町,１丁１１－１

５９０-８５０３ コーニングジャパン (株) 堺工場,大阪府,堺市堺区,匠町,１

５９０-８５５１ コニカミノルタ (株) 堺サイト,大阪府,堺市堺区,大仙西町,三丁９１-

５９０-８５０２ 堺化学工業 (株),大阪府,堺市堺区,戎島町,５丁２-

５９０-８５０１ 堺市役所・堺区役所,大阪府,堺市堺区,南瓦町,３－１

５９０-８５５０ 堺税務署,大阪府,堺市堺区,南瓦町,２－２０

５９０-８６８６ サマーウッド (株),大阪府,堺市堺区,北向陽町,２丁３－４

５９０-８５２２ シャープ (株) 堺コンビナート建設推進本部,大阪府,堺市堺区,匠町,１

５９０-８５０５ 社会医療法人 同仁会 耳原総合病院,大阪府,堺市堺区,協和町,４丁４６５

５９０-８５３０ 生活情報サンロクマル事業部,大阪府,堺市堺区,南花田口町,２丁３－２０

５９０-８５１７ 大陽日酸 (株) 堺浜ファインガスセンター,大阪府,堺市堺区,匠町,１

５９０-８５６８ トラスコ中山 (株) プラネット大阪,大阪府,堺市堺区,石津北町,８１番１

５９０-８５２７ ナガセケムテックス (株) 堺工場,大阪府,堺市堺区,匠町,１

５９０-８５２８ 長瀬産業 (株) 堺営業所,大阪府,堺市堺区,匠町,１

５９０-８５４０ 日本製鉄 (株) 関西製鉄所,大阪府,堺市堺区,築港八幡町,１-

５９０-８５８８ 真諭商 (株),大阪府,堺市堺区,北向陽町,２丁１番２５号

５９９-８５３１ 大阪府立大学,大阪府,堺市中区,学園町,１－１

５９２-８５５０ ＥＮＥＯＳ (株) 堺製油所,大阪府,堺市西区,築港浜寺町,１-

５９３-８５０４ 堺市立総合医療センター,大阪府,堺市西区,家原寺町,１丁１番１号

５９１-８５０１ 大阪労災病院,大阪府,堺市北区,長曽根町,１１７９－３



５９１-８５５５ 国立療養所 近畿中央病院,大阪府,堺市北区,長曽根町,１１８０

５９１-８７０１ 堺市市民税管理課 特別徴収係,大阪府,堺市北区,百舌鳥赤畑町,１丁３-１

５９１-８５０５ 堺市上下水道局,大阪府,堺市北区,百舌鳥梅北町,１丁３９－２

５９１-８５０２ 堺商工会議所,大阪府,堺市北区,長曽根町,１３０－２３

５９１-８５１１ ダイキン工業 (株) 堺製作所 金岡工場,大阪府,堺市北区,金岡町,１３０４

５８７-８５５５ 学校法人 天満学園 太成学院大学,大阪府,堺市美原区,平尾,１０６０－１

５８７-８５８５ 美原区役所,大阪府,堺市美原区,黒山,１６７－１

５８７-８５８６ 美原区役所 別館,大阪府,堺市美原区,黒山,１６７－９

５９６-８６５４ (株) 泉州銀行 本店,大阪府,岸和田市,宮本町,２６－１５

５９６-８５１０ 岸和田市役所,大阪府,岸和田市,岸城町,７－１

５９６-８６８６ 泉州信用金庫 本部,大阪府,岸和田市,春木若松町,１－３５

５９６-８５８８ フジ住宅 (株),大阪府,岸和田市,土生町,１-４番２３号

５９６-８６２４ フジ住宅 (株),大阪府,岸和田市,作才町,１-１０番２０号

５６０-８５４８ ＡＮＡベースメンテナンステクニクス (株),大阪府,豊中市,箕輪,３-８番１号

５６０-８５６１ ＮＨＫ 千里営業センター,大阪府,豊中市,新千里東町,１-４－１

５６１-８５１１ 大阪北生活協同組合,大阪府,豊中市,岡町北,１-２－１７

５６０-８５３１ 大阪大学 基礎工学部／大学院基礎工学研究科,大阪府,豊中市,待兼山町,１－３

５６０-８５３２ 大阪大学 文学部,大阪府,豊中市,待兼山町,１－５

５６０-８５６７ (株) 廣済堂,大阪府,豊中市,螢池西町,２-２－１

５６０-８５５５ (株) ニッショーストアー事業本部,大阪府,豊中市,岡上の町,２-２－３

５６１-８５１０ (株) 日本経営,大阪府,豊中市,寺内,２-１３－３

５６０-８５５０ (株) 阪急阪神百貨店 千里阪急,大阪府,豊中市,新千里東町,１-５－１

５６０-８５６５ 市立豊中病院,大阪府,豊中市,柴原町,４-１４－１

５６１-８５２０ 摂津水都信用金庫,大阪府,豊中市,岡町,１番１号

５６０-８５８０ 損害保険ジャパン日本興亜 (株),大阪府,豊中市,新千里西町,２００１/１/６

５６０-８５０５ 大正製薬 (株) 関西支店,大阪府,豊中市,新千里西町,１-１番５号

５６０-８５０６ 大正富山医薬品 (株) 関西支店,大阪府,豊中市,新千里西町,１-１番５号

５６１-８５０１ 豊中市役所,大阪府,豊中市,中桜塚,３-１－１

５６０-８５６０ 豊中年金事務所,大阪府,豊中市,岡上の町,４-３－４０

５６０-８５５２ 独立行政法人 国立病院機構 刀根山病院,大阪府,豊中市,刀根山,５-１番１号

５６１-８５５０ (株) イーパック,大阪府,豊中市,日出町,１-６－２２

５６１-８５５５ 学校法人 大阪音楽大学,大阪府,豊中市,庄内幸町,１-１－８

５６１-８５７７ 学校法人 大商学園 大商学園高等学校,大阪府,豊中市,利倉東,１-２番１号

５６１-８５６１ 阪急バス (株),大阪府,豊中市,庄内西町,５-１－２４

５６１-８５５８ 松尾電機 (株),大阪府,豊中市,千成町,３-５－３

５６０-８５７９ (株) オートバックスセブン,大阪府,豊中市,新千里東町,１-５－３

５６０-８５４３ パナホーム (株),大阪府,豊中市,新千里西町,１-一番４号

５６３-８５８８ 大阪府 豊能府税事務所,大阪府,池田市,城南,１-１番１号

５６３-８５６７ 大阪法務局 池田出張所,大阪府,池田市,満寿美町,９番２５号

５６３-８５１０ 市立 池田病院,大阪府,池田市,城南,３-１番１８号

５６３-８５７７ 独立行政法人 産業技術総合研究所 関西センター,大阪府,池田市,緑丘,１-８番３１号

５６４-８５１１ 大阪学院大学,大阪府,吹田市,岸部南,２-３６－１

５６４-８５０１ オッペン化粧品,大阪府,吹田市,岸部南,２-１７－１

５６４-８５０３ (株) ジェフサ,大阪府,吹田市,広芝町,１０－２５第２池上ビル４Ｆ

５６４-８５５５ (株) 日本創造教育研究所,大阪府,吹田市,豊津町,１２－５

５６４-８６８０ 関西大学 千里山キャンパス,大阪府,吹田市,山手町,３-３－３５

５６４-８５６５ 国立研究開発法人 国立循環器病研究センター,大阪府,吹田市,岸部新町,６番１号

５６４-８５５１ 吹田市水道部,大阪府,吹田市,南吹田,３-３－６０

５６４-８５５０ 吹田市役所,大阪府,吹田市,泉町,１-３番４０号

５６４-８５１５ 吹田税務署,大阪府,吹田市,片山町,３-１６－２２

５６４-８５６７ 地方独立行政法人 市立吹田市民病院,大阪府,吹田市,岸部新町,５番７号

５６４-８５２３ 日本システム収納 (株),大阪府,吹田市,江坂町,１-２３－１０１

５６４-８６５１ 三井信託銀行 大阪事務センター,大阪府,吹田市,広芝町,１１－２１

５６４-８６５０ (株) モリタ,大阪府,吹田市,垂水町,３-３３番１８号

５６５-８５６５ 国立循環器病センター,大阪府,吹田市,藤白台,５-７－１

５６５-８５１１ 国立民族学博物館,大阪府,吹田市,千里万博公園,１０－１

５６５-８５４０ 阪神園芸 (株) 大阪支店 クリエイティブ阪急事業部,大阪府,吹田市,千里万博公園,１番５号

５９５-８６８６ 泉大津市役所,大阪府,泉大津市,東雲町,９－１２

５９５-８５８５ 泉大津税務署,大阪府,泉大津市,二田町,１-１５－２７

５９５-８５５５ (株) ＧＮＮ,大阪府,泉大津市,夕凪町,１番２

５９５-８６５０ 住友ゴム工業 泉大津工場,大阪府,泉大津市,河原町,９－１

５６９-８５７０ アマゾンジャパン高槻ＦＣ,大阪府,高槻市,芝生町,１－５２－１

５６９-８５１０ アルインコ (株）,大阪府,高槻市,三島江,１-１－１

５６９-８５６７ イオン (株） ジャスコシティー 高槻店,大阪府,高槻市,萩之庄,３-４７－２

５６９-８５８５ 医療法人 仙養会 北摂総合病院,大阪府,高槻市,北柳川町,６番２４号

５６９-８５６６ 岩谷物流 (株）,大阪府,高槻市,芝生町,１-５１－２

５６９-８６８６ 大阪医科大学,大阪府,高槻市,大学町,２－７

５６９-８５６９ 大阪ガス (株） 北東部事業本部北部事業所,大阪府,高槻市,藤の里町,Jun-３９

５６９-８５２０ (株） 日新化学研究所,大阪府,高槻市,大塚町,１-２－１２

５６９-８５２２ (株） 松坂屋 高槻店,大阪府,高槻市,紺屋町,２－１

５６９-８５７１ (株) 村上製作所,大阪府,高槻市,辻子,３-７番１号

５６９-８５１１ 関西電力 (株） 高槻営業所,大阪府,高槻市,沢良木町,３－１７

５６９-８５７５ 学校法人 関西金光学園,大阪府,高槻市,東上牧,１-３番１号

５６９-８５０３ コニカミノルタ 高槻サイト,大阪府,高槻市,桜町,１－２

５６９-８５５８ サンユレック (株),大阪府,高槻市,道鵜町,３-５－１

５６９-８５１２ シンワ (株）,大阪府,高槻市,大塚町,５-１－２

５６９-８５４９ 太陽エンジニヤ (株）,大阪府,高槻市,大塚町,５-４－９

５６９-８５０１ 高槻市役所,大阪府,高槻市,桃園町,２－１

５６９-８５０５ 高槻中学校・高等学校,大阪府,高槻市,沢良木町,２番５号

５６９-８５７７ 丸大食品 (株）,大阪府,高槻市,緑町,３－２１

５６９-８５８８ 港製器工業 (株）,大阪府,高槻市,唐崎中,３-２０－７

５６９-８５３３ ムネカタ (株）,大阪府,高槻市,辻子,１-１－３０

５６９-８５５１ 矢崎化工 (株) 大阪支店,大阪府,高槻市,大塚町,２００５/１/１

５６９-８５５５ 山下鉄工 (株）,大阪府,高槻市,大塚町,５-２－１

５６９-１１９２ 医療法人 愛仁会 高槻病院,大阪府,高槻市,古曽部町,１-３－１３

５６９-１１９７ 医療法人 美喜和会 美喜和会オレンジホスピタル,大阪府,高槻市,大字奈佐原,１０－１０

５６９-１０９４ 大阪薬科大学,大阪府,高槻市,奈佐原,４-２０－１

５６９-１１９６ (株) 西武百貨店 高槻店,大阪府,高槻市,白梅町,４番１号



５６９-１０９５ 関西大学 高槻キャンパス,大阪府,高槻市,霊仙寺町,２-１－１

５６９-１０９８ 関西大学 高槻ミューズキャンパス,大阪府,高槻市,白梅町,７－１

５６９-１１９５ サンスター (株),大阪府,高槻市,朝日町,３－１

５６９-１０９６ 高槻赤十字病院,大阪府,高槻市,阿武野,１-１－１

５６９-８６６０ 酉島製作所,大阪府,高槻市,宮田町,１-１－８

５６９-１１９４ パーソルＡＶＣテクノロジー (株),大阪府,高槻市,幸町,１番１号

５６９-１１９３ パナソニックライティングデバイス (株) パナソニックフォト・ライティング (株),

５６９-１１９３ 大阪府,高槻市,幸町,１番１号

５６９-１０９２ 平安女学院大学,大阪府,高槻市,南平台,５-８１－１

５９７-８５１５ 奥本製粉 (株),大阪府,貝塚市,港,１５

５９７-８５８５ 貝塚市役所,大阪府,貝塚市,畠中,１-１７－１

５９７-８５０１ (株) デザック二色浜製造所,大阪府,貝塚市,二色中町,１１－１

５９７-８５５５ 住友重機械ギヤボックス (株),大阪府,貝塚市,脇浜,４-１６番１号

５９７-８５１１ 寺田紡績 (株),大阪府,貝塚市,津田南町,２８番５５号

５９７-８６８６ 日本年金機構 貝塚年金事務所,大阪府,貝塚市,海塚,３０５－１

５９７-８５０２ 根来産業 (株),大阪府,貝塚市,二色中町,１－１

５９７-８５２２ マルフク事業 協同組合,大阪府,貝塚市,澤,２２０

５９７-８５８８ 宮崎鉄工 (株),大阪府,貝塚市,新井,１-

５７０-８５８８ いすゞ自動車近畿 (株),大阪府,守口市,八雲東町,１-２１－１０

５７０-８５１５ ＮＴＴプリコム (株),大阪府,守口市,梶町,１-４１－５

５７０-８５３９ 奥村機械 (株）,大阪府,守口市,佐太中町,２-５－３

５７０-８５５８ (株) 京阪百貨店,大阪府,守口市,河原町,８－３

５７０-８５０６ 関西医科大学,大阪府,守口市,文園町,１０－１５

５７０-８５０７ 関西医科大学総合医療センター,大阪府,守口市,文園町,１０－１５

５７０-８５５５ (学） 大阪国際学園・大阪国際女子大学,大阪府,守口市,藤田町,３-３１－８

５７０-８５５５ (学） 大阪国際学園・大阪国際女子短期大学,大阪府,守口市,藤田町,３-３１－８

５７０-８６３４ 三洋電機貿易 (株),大阪府,守口市,日吉町,２-５－１５

５７０-８５４０ 松下電器 健康保険組合・松下記念病院・松下健康管理センター,大阪府,守口市,外島町,５－５-５

５７０-８５０１ 松下電器産業 (株） 技術総務センター,大阪府,守口市,八雲中町,３-１－１

５７０-８５１１ 松下電池工業 (株),大阪府,守口市,松下町,１－１

５７０-８６６６ 守口市役所,大阪府,守口市,京阪本通,２-５－５

５７０-８５８５ 山岡金属工業 (株),大阪府,守口市,東郷通,２-７番３０号

５７３-１０４０ (株） 枚方自動車教習所,大阪府,枚方市,招提東町,１-１番１号

５７３-８５８８ 大阪法務局 枚方出張所,大阪府,枚方市,大垣内町,２-４－６

５７３-８５１０ (株) 関西ぱど,大阪府,枚方市,三矢町,５－１８メゾン枚方ビル１Ｆ

５７３-８５７３ (株) クボタ 枚方製造所,大阪府,枚方市,中宮大池,１-１番１号

５７３-１０１０ 関西医科大学,大阪府,枚方市,新町,２-５番１号

５７３-８５５６ 関西電力 (株) 枚方営業所,大阪府,枚方市,東田宮,２００１/１/６

５７３-１００１ 学校法人 関西外国語大学,大阪府,枚方市,中宮東之町,１－１６

５７３-８５６７ 近畿エア・ウォーター (株),大阪府,枚方市,中宮大池,２００２/１０/１

５７３-８５３４ 三洋電機 (株) 研究開発本部,大阪府,枚方市,走谷,１-１８－１３

５７３-８５０８ パナソニック (株) 人材開発カンパニー,大阪府,枚方市,菊丘南町,２番１０号

５７３-８５０５ 枚方簡易裁判所,大阪府,枚方市,大垣内町,２－９－３７

５７３-８６６６ 枚方市役所,大阪府,枚方市,大垣内町,２-１－２０

５７３-８５１１ 星ヶ丘厚生年金病院,大阪府,枚方市,星丘,４-８番１号

５７３-０１９６ 大阪工業大学 枚方キャンパス,大阪府,枚方市,北山,１-７９－１

５７３-０１９５ 関西外語大学 穂谷学舎,大阪府,枚方市,穂谷,１-１０－１

５７３-０１９３ 楽天 (株) 楽天フルフィルメントセンター枚方,大阪府,枚方市,長尾谷町,１－２－１

５７３-１００４ 関西医科大学 看護学部,大阪府,枚方市,新町,二-２番２号

５７３-１００７ (株) ＫＨＤ,大阪府,枚方市,招提田近,２－９

５７３-１００８ 学校法人 関西外国語大学,大阪府,枚方市,御殿山南町,６番１号

５７３-１００８ 学校法人 御殿山キャンパス・グローバルタウン,大阪府,枚方市,御殿山南町,６番１号

５７３-１０１３ 市立ひらかた病院,大阪府,枚方市,禁野本町,２-１４番１号

５７３-１０３０ 枚方市上下水道局,大阪府,枚方市,中宮北町,２０番３号

５６７-８５０７ アマゾン茨木ＦＣ,大阪府,茨木市,松下町,２－１

５６７-８５０５ 茨木市役所,大阪府,茨木市,駅前,３-８－１３

５６７-８５８８ 茨木商工会議所,大阪府,茨木市,岩倉町,２－１５０

５６７-８５３０ 茨木労働基準監督署,大阪府,茨木市,上中条,２-５－７

５６７-８５１１ 医療法人 恒昭会 藍野病院,大阪府,茨木市,高田町,１１－１８

５６７-８５０２ 追手門学院大学,大阪府,茨木市,西安威,２-１－１５

５６７-８５８５ 大阪府 茨木保健所,大阪府,茨木市,大住町,８－１１

５６７-８５１５ 大阪府 三島府税事務所,大阪府,茨木市,中穂積,１-３－４３

５６７-８５２３ 大阪府立 茨木高等学校,大阪府,茨木市,新庄町,１２－１

５６７-８５４０ 大阪府立 茨木東高等学校,大阪府,茨木市,玉島台,２－１５

５６７-８５２５ (株) 桜川ポンプ製作所,大阪府,茨木市,五日市,１-２番１１号

５６７-８５０１ (株) 明治屋食品工場,大阪府,茨木市,西河原,３-１－１６

５６７-８５５７ ゴルフ場用品 (株),大阪府,茨木市,沢良宜西,４-１５－８

５６７-８５２１ サッポロビール (株) 大阪工場,大阪府,茨木市,岩倉町,２－１

５６７-８６５１ 摂津水都信用金庫,大阪府,茨木市,西駅前町,９－３２

５６７-８６８０ 日東電工 (株) 茨木事業所,大阪府,茨木市,下穂積,１-１－２

５６７-８５７８ 梅花女子大学,大阪府,茨木市,宿久庄,２-１９－５

５６７-８５６７ 日立マクセル (株) 本社大阪事業所,大阪府,茨木市,丑寅,１-１－８８

５６７-８５１０ フジテック (株),大阪府,茨木市,庄,１-２８－１０

５６７-８５２０ マルカキカイ (株),大阪府,茨木市,五日市緑町,２－２８

５６７-８５７０ 立命館大学 大阪いばらきキャンパス,大阪府,茨木市,岩倉町,２－１５０

５８１-８５１１ 大阪経済法科大学,大阪府,八尾市,楽音寺,６－１０

５８１-８６８６ (株) クボタ 久宝寺事業センター,大阪府,八尾市,神武町,２番３５号

５８１-８５５８ (株) ミキハウス,大阪府,八尾市,若林町,１-７６－２

５８１-８５３９ (株） ヤラカス舘 プロダクトセンター,大阪府,八尾市,若林町,２-１１９

５８１-８５８５ シャープ (株) 健康・環境システム事業本部,大阪府,八尾市,北亀井町,３-１－７２

５８１-８５０５ 三起商行 (株),大阪府,八尾市,若林町,１-７６－２

５４９-８５２２ 北カウンター 関西空港ターミナル ４Ｆ国際線出発ロビー・１Ｆ国際線到着ロビー,

５４９-８５２２ 大阪府,泉佐野市,泉州空港北,１-

５９８-８５０３ 泉佐野 税務署,大阪府,泉佐野市,日根野, 1-８３

５９８-８５５０ 泉佐野市役所,大阪府,泉佐野市,市場東,１-２９５－３

５９８-８５６０ 大阪府立 佐野工業高等学校,大阪府,泉佐野市,高松東,１-３－５０

５９８-８５３１ 大阪府立大学 りんくうキャンパス,大阪府,泉佐野市,りんくう往来北,１－５８

５９８-８５２２ 関西エアポートワシントンホテル,大阪府,泉佐野市,りんくう往来北,１－７



５９８-８５６６ ジェイコムウエストメディア事業部りんくうサブセンター,大阪府,泉佐野市,りんくう往来南,２－２

５９８-８５１１ スターゲイトホテル関西エアポート,大阪府,泉佐野市,りんくう往来北,１-

５９８-８５４０ 不二製油 (株) 阪南事業所,大阪府,泉佐野市,住吉町,１－１

５９８-８５５５ りんくうパピリオ管理事務所,大阪府,泉佐野市,りんくう往来北,１番

５９８-８５０９ りんくうプレミアム・アウトレット シーサイド,大阪府,泉佐野市,りんくう往来南,４－１７

５９８-８５０８ りんくうプレミアム・アウトレット メインサイド,大阪府,泉佐野市,りんくう往来南,３－２８

５８４-８５８５ 医療法人 宝生会ＰＬ病院,大阪府,富田林市,大字新堂,２２０４

５８４-８５２２ 大阪大谷短期大学,大阪府,富田林市,錦織北,３-１１番３１号

５８４-８５４０ 大阪大谷大学,大阪府,富田林市,錦織北,３-１１番１号

５８４-８５３１ 大阪府 南河内府税事務所,大阪府,富田林市,寿町,２-６番１号

５８４-８５１１ 富田林市役所,大阪府,富田林市,常盤町,１－１

５８４-８６５１ パーフェクトリバティー教団 (ＰＬ）大本庁,大阪府,富田林市,大字新堂,２１７２－１

５７２-８５６７ 医療法人 協仁会小松病院,大阪府,寝屋川市,川勝町,１１－６

５７２-８５３０ 大阪電気通信大学,大阪府,寝屋川市,初町,８－１８

５７２-８５７２ 大阪府立大学工業高等専門学校,大阪府,寝屋川市,幸町,１２－２６

５７２-８５８１ オリエント化学工業 (株),大阪府,寝屋川市,讃良東町,８－１

５７２-８５４０ オンキョー (株),大阪府,寝屋川市,日新町,２－１

５７２-８５１０ (株) イトーキ寝屋川工場,大阪府,寝屋川市,昭栄町,５－１７

５７２-８５７０ (株) エクセディ,大阪府,寝屋川市,木田元宮,１-１－１

５７２-８５８８ (株) 三笑堂 大阪支店,大阪府,寝屋川市,木屋元町,７－１４

５７２-８５０５ (株) 前田組,大阪府,寝屋川市,大成町,１－１

５７２-８５８９ (株) 横井製作所,大阪府,寝屋川市,石津東町,１－３１

５７２-８５５１ 関西医科大学香里病院,大阪府,寝屋川市,香里本通町,８番４５号

５７２-８５５０ 関西マネジ興業 (株),大阪府,寝屋川市,高柳,２-２１－７

５７２-８５３１ 聖母女学院中学高等学校・大阪聖母学院小学校,大阪府,寝屋川市,美井町,１０－１８

５７２-８５０８ 摂南大学,大阪府,寝屋川市,池田中町,８－１７

５７２-８５２２ 大日本エリオ (株) 大阪工場,大阪府,寝屋川市,昭栄町,５－１９

５７２-８５８５ 同志社香里高等学校,大阪府,寝屋川市,三井南町,１－１５

５７２-８５２８ 成田山明王院,大阪府,寝屋川市,成田西町,１０－１

５７２-８５５８ 日本科学冶金 (株),大阪府,寝屋川市,大成町,１２－３２

５７２-８５０１ 日本ペイント (株) 寝屋川事業所,大阪府,寝屋川市,池田中町,１９－１７

５７２-８５８０ ネッツトヨタ新大阪 (株),大阪府,寝屋川市,池田北町,１５－２０

５７２-８５５５ 寝屋川市,大阪府,寝屋川市,本町,１－１

５７２-８５１１ 寝屋川市教育委員会,大阪府,寝屋川市,本町,１番１号

５７２-８５３３ 寝屋川市総合センター,大阪府,寝屋川市,池田西町,２８－２２

５７２-８５６６ 寝屋川市立池の里市民交流センター,大阪府,寝屋川市,池田西町,２４番５号

５８６-８５１１ 大阪千代田短期大学,大阪府,河内長野市,小山田町,１６８５

５８６-８５２８ (株） 吉年,大阪府,河内長野市,上原西町,１－１６

５８６-８５０１ 河内長野市役所,大阪府,河内長野市,原町,３９６－３

５８６-８５８５ 学校法人 清教学園,大阪府,河内長野市,末広町,６２３

５８６-８５７７ 学校法人 千代田学園,大阪府,河内長野市,楠町西,１０９０

５８６-８５２１ 独立行政法人 国立病院機構 大阪南医療センター,大阪府,河内長野市,木戸東町,２－１

５８６-８５５５ モリ工業 (株),大阪府,河内長野市,楠町東,１６１５-

５８０-８５０５ (株) 犬印本舗,大阪府,松原市,天美西,２-４－１６

５８０-８６０１ シャディ (株),大阪府,松原市,松ケ丘,４-２０－１２

５８０-８５０２ 阪南大学,大阪府,松原市,天美東,５-４－３３

５８０-８５０３ 藤本製薬 (株),大阪府,松原市,西大塚,１-３－４０

５８０-８５０１ 松原市役所,大阪府,松原市,阿保,１-１－１

５８０-８５０４ 山崎製パン (株) 大阪第二工場,大阪府,松原市,三宅東,２-１８３５の５

５７４-８５８５ 朝日電器 (株) 本社,大阪府,大東市,新田旭町,４－１０

５７４-８５３１ アマゾン 大東ＦＣ 入庫係,大阪府,大東市,緑が丘,２-１番１号

５７４-８５３０ 大阪産業大学,大阪府,大東市,中垣内,３-１－１

５７４-８５５５ 大阪府 大東市役所,大阪府,大東市,谷川,１-１－１

５７４-８５０１ 京セラ (株) 大阪大東事業所,大阪府,大東市,三洋町,１－３４

５７４-８５３４ 三洋電機 (株),大阪府,大東市,三洋町,１－１

５９４-８５０１ 和泉市役所,大阪府,和泉市,府中町,２-７－５

５９４-８５０２ 自衛隊 信太山駐屯地,大阪府,和泉市,伯太町,官有地

５９４-８６８６ 村中医療器 (株) 総合センター,大阪府,和泉市,あゆみ野,２－８－２

５９４-１１９２ (株) 国華園,大阪府,和泉市,善正町,１０

５９４-１１９８ 桃山学院大学,大阪府,和泉市,まなび野,１－１

５６２-８６８６ 一般(財) 蛋白質研究奨励会、(株) 千里インターナショナル,大阪府,箕面市,稲,４-１－２

５６２-８５２２ 宇野 (株),大阪府,箕面市,船場東,２-５番４７号ＣＯＭ３号館４階

５６２-８５８０ 大阪青山短期大学・大阪青山大学,大阪府,箕面市,新稲,２-１１－１

５６２-８５８５ おたふく手袋 (株),大阪府,箕面市,船場東,３-１１－２２

５６２-８５５５ (株) アラミック,大阪府,箕面市,船場東,１-１２－５

５６２-８５６０ (株) 理喜,大阪府,箕面市,船場東,２-３－５０

５６２-８５１１ (株) ロイネ,大阪府,箕面市,船場東,１-１１－４６

５６２-８５４３ 学校法人 聖母被昇天学院,大阪府,箕面市,如意谷,１-１３－２３

５６２-８５６７ ガラシア病院,大阪府,箕面市,粟生間谷西,６-１４－１

５６２-８５６８ キングベビー (株),大阪府,箕面市,船場東,１-１１－１６

５６２-８５５８ 国立大学法人 大阪大学言語文化研究科,大阪府,箕面市,粟生間谷東,八-１番１号

５６２-８５５８ 国立大学法人 外国語学部,大阪府,箕面市,粟生間谷東,八-１番１号

５６２-８５０８ 宗教法人 勝尾寺,大阪府,箕面市,大字粟生間谷, 1-１４

５６２-８５８８ センコー (株) 東大阪支店船場ＰＤセンター,大阪府,箕面市,船場東,１-５－１３

５６２-８５０５ フィガロ技研 (株),大阪府,箕面市,船場西,１-５－３

５６２-８５８６ ヘンケルジャパン (株),大阪府,箕面市,船場東,１-１１番９号

５６２-８５６２ 箕面市立病院,大阪府,箕面市,萱野,５-７番１号

５８２-８５８２ 大阪教育大学,大阪府,柏原市,旭ケ丘,４-６９８－１

５８２-８５５５ 柏原市役所,大阪府,柏原市,安堂町,１番５５号

５８２-８５０１ パナソニックサイクルテック (株),大阪府,柏原市,片山町,１３－１３

５８２-８５８５ 東大阪大学柏原高等学校,大阪府,柏原市,本郷,５-９９３-

５８３-８５８８ 大阪府立 羽曳野病院,大阪府,羽曳野市,はびきの,３-７－１

５８３-８５５５ 大阪府立大学 羽曳野キャンパス,大阪府,羽曳野市,はびきの,３-７番３０号

５８３-８５０１ ４天王寺大学,大阪府,羽曳野市,学園前,３-２－１

５８３-８５８５ 羽曳野市役所,大阪府,羽曳野市,誉田,４-１－１

５８３-８５５０ ミツワ電機工業 (株),大阪府,羽曳野市,誉田,７-７２０

５７１-８５６７ 大阪府 中小企業信用保証協会 門真支所,大阪府,門真市,新橋町,３４－２１

５７１-８５５５ 大阪府警察本部交通部門真運転免許試験場,大阪府,門真市,一番町,２３－１６



５７１-８５８５ 門真市役所,大阪府,門真市,中町,１番１号

５７１-８５４５ 門真税務署,大阪府,門真市,殿島町,８－１２

５７１-８６３３ (株) アテナ商会,大阪府,門真市,柳田町,１２－１４

５７１-８６４０ (株) 全国通販,大阪府,門真市,ひえ島,２２３

５７１-８５７１ タイガー魔法瓶 (株),大阪府,門真市,速見町,３－１

５７１-８５８０ 東和薬品 (株),大阪府,門真市,新橋町,２－１１

５７１-８５０３ パナソニック (株） ＡＶＣネットワークス社,大阪府,門真市,松葉町,２－１５

５７１-８５０４ パナソニック (株） ＡＶＣネットワークス社,大阪府,門真市,松生町,１－１５

５７１-８６８６ パナソニック (株) エコソリューションズ社,大阪府,門真市,大字門真,１０４８-

５７１-８５０２ パナソニック (株) 生産技術本部,大阪府,門真市,松葉町,２番７号

５７１-８５０７ 松下産業機器 (株) 配電器事業部,大阪府,門真市,松生町,１－６

５６６-８６８６ (株) エネゲート 千里丘事業所,大阪府,摂津市,千里丘,３-１４－４０

５６６-８５６６ (株) 梅丹本舗,大阪府,摂津市,学園町,１-１－２６

５６６-８５０１ 学校法人 薫英学園,大阪府,摂津市,正雀,１-４－１

５６６-８５１３ コカ・コーラウエスト (株),大阪府,摂津市,千里丘,７-９－３１

５６６-８５５５ 摂津市役所,大阪府,摂津市,三島,１-１－１

５６６-８５８５ ダイキン工業 (株) 淀川製作所,大阪府,摂津市,西一津屋,１－１

５９２-８５８５ 高石市役所,大阪府,高石市,加茂,４-１番１号

５８３-８５３４ アマゾン藤井寺ＦＣ,大阪府,藤井寺市,津堂,４－４３５

５８３-８５３３ アマゾン藤井寺フルフィルメントセンター,大阪府,藤井寺市,津堂,４－４３５

５８３-８５５８ 大阪女子短期大学・大阪女子短期大学高等学校,大阪府,藤井寺市,春日丘,３-８－１

５８３-８５２２ シャープ (株) 藤井寺事業所,大阪府,藤井寺市,津堂,４-４３５-

５８３-８５６３ ニチバン (株) 大阪工場,大阪府,藤井寺市,北岡,２-３－１８

５８３-８５８３ 藤井寺市役所,大阪府,藤井寺市,岡,１-１－１

５７７-８５７５ (株） ダイモ,大阪府,東大阪市,長田中,４-５－３７

５７７-８５８８ 井上定 (株),大阪府,東大阪市,金物町,１－１２

５７７-８５０９ 大阪府 中河内府税事務所,大阪府,東大阪市,御厨栄町,４-１－１６

５７７-８５５５ 大阪法務局 東大阪支局,大阪府,東大阪市,高井田元町,２-８－１０

５７７-８５４０ (株) 多磨屋,大阪府,東大阪市,長田中,４-５－４６

５７７-８５２２ (株) エルネット ぱど事業部 東大阪営業部,大阪府,東大阪市,長田東,２-３番５号

５７７-８５６６ (株) 関西電熱,大阪府,東大阪市,高井田西,５-４番１８号

５７７-８５３３ (株) 鳴門屋,大阪府,東大阪市,柏田本町,１０－１１

５７７-８５７７ (株) 丸金,大阪府,東大阪市,金物町,５－１３

５７７-８５６０ (株) ライオン事務器,大阪府,東大阪市,長田中,３-５－４４

５７７-８５５０ 学校法人 樟蔭学園 大阪樟蔭女子大学,大阪府,東大阪市,菱屋西,４-２－２６

５７７-８５５０ 学校法人 樟蔭学園 樟蔭高等学校,大阪府,東大阪市,菱屋西,４-２－２６

５７７-８５５０ 学校法人 樟蔭学園 樟蔭中学校,大阪府,東大阪市,菱屋西,４-２－２６

５７７-８５５０ 学校法人 樟蔭学園 大阪樟蔭女子大学付属幼稚園,大阪府,東大阪市,菱屋西,４-２－２６

５７７-８５０５ 学校法人 谷岡学園 大阪商業大学,大阪府,東大阪市,御厨栄町,４-１－１０

５７７-８５６７ 学校法人 村上学園 (東大阪大学）,大阪府,東大阪市,西堤学園町,３-１番１号

５７７-８５６７ 学校法人 村上学園 (東大阪大学短期大学部）,大阪府,東大阪市,西堤学園町,３-１番１号

５７７-８５６７ 学校法人 村上学園 (敬愛女子高等学校）,大阪府,東大阪市,西堤学園町,３-１番１号

５７７-８５６７ 学校法人 村上学園 (東大阪大学付属幼稚園）,大阪府,東大阪市,西堤学園町,３-１番１号

５７７-８５１１ 近畿車輛 (株),大阪府,東大阪市,稲田上町,２-２番４６号

５７７-８５０２ 近畿大学,大阪府,東大阪市,小若江,３-４－１

５７７-８５８２ トーコー (株),大阪府,東大阪市,長田中,４-５－１３

５７７-８５５１ 内外電機 (株),大阪府,東大阪市,高井田本通,４-１－１

５７７-８５２０ ハウス食品 (株) 大阪本社,大阪府,東大阪市,御厨栄町,１-５番７号

５７７-８５５８ 東大阪簡易裁判所,大阪府,東大阪市,高井田元町,２-８－１２

５７７-８５５４ 東大阪社会保険事務所,大阪府,東大阪市,永和,１-１５－１４

５７７-８５２１ 東大阪市役所,大阪府,東大阪市,荒本北,4-５０

５７７-８５８５ 布施公共職業安定所 (ハローワーク布施）,大阪府,東大阪市,長栄寺,７－６

５７７-８５３７ ホリアキ (株),大阪府,東大阪市,長田中,３-６－８

５７７-８５８１ ミカミ工業 (株),大阪府,東大阪市,高井田西,５-１－２２

５７７-８５１０ 明和グラビア (株),大阪府,東大阪市,柏田東町,１２－２８

５７７-８５０３ 若井産業 (株),大阪府,東大阪市,森河内西,１-６－３０

５７８-８５０２ 大阪ガス (株) 北東部事業本部,大阪府,東大阪市,稲葉,２-３番１７号

５７８-８５１１ (株) 日伝,大阪府,東大阪市,本庄西,２-３番２７号

５７８-８５２２ (株) 不二越 西日本支社,大阪府,東大阪市,本庄西,２-３番７号

５７８-８５３３ (株) 日伝 西部物流センター,大阪府,東大阪市,吉田本町,１-３番３０号

５７８-８５３５ サンコーインダストリー (株),大阪府,東大阪市,本庄西,１－５－１３

５７８-８５７７ 白子 (株) 大阪支店,大阪府,東大阪市,水走,１-１２番１６号

５７８-８５８５ タツタ電線 (株),大阪府,東大阪市,岩田町,２-３－１

５７８-８５８８ 地方独立行政法人 市立東大阪医療センター,大阪府,東大阪市,西岩田,３-４番５号

５７８-８５５５ トラスコ中山 (株),大阪府,東大阪市,本庄西,１-８番３９号

５７８-８５０１ トラスコ中山 (株) 大阪支店,大阪府,東大阪市,新庄西,４番１２号

５７８-８５１５ ホーチキ (株),大阪府,東大阪市,水走,３-６番４１号

５７９-８５０２ 三浦工業 (株),大阪府,東大阪市,西石切町,７-５番１号

５９０-０５９２ 大阪府泉南市役所,大阪府,泉南市,樽井,１-１－１

５７５-８５５５ 大岡広 (株),大阪府,４條畷市,蔀屋新町,３－５５

５７５-８５８５ サン電子工業 (株),大阪府,４條畷市,岡山東,１-１－１８

５７５-８５０１ ４條畷市役所,大阪府,４條畷市,中野本町,１－１

５７５-８５１１ 社会医療法人 信愛会 畷生会 脳神経外科病院,大阪府,４條畷市,中野本町,１－２８

５７５-８５３０ タイガー魔法瓶 (株) パーツセンター,大阪府,４條畷市,蔀屋新町,３－５５

５７５-８５５８ 竹本行政書士事務所,大阪府,４條畷市,田原台,７-２－４－４０４

５７５-８５８８ 松本引越センター,大阪府,４條畷市,江瀬美町,８－１４

５７６-８５０１ 交野市役所,大阪府,交野市,私部,１-１－１

５８９-８５０１ 大阪狭山市役所,大阪府,大阪狭山市,狭山,１-２３８４－１

５８９-８５１１ 近畿大学医学部付属病院,大阪府,大阪狭山市,大野東,３７７－２

５８９-８５０２ 象印チェンブロック (株),大阪府,大阪狭山市,岩室,２-１８０

５８９-８５８５ 帝塚山学院大学,大阪府,大阪狭山市,今熊,２-１８２３

５９９-０２９２ 阪南市役所,大阪府,阪南市,尾崎町,３５-の１

６１８-８５０２ 大阪青凌中学校・高等学校,大阪府,三島郡島本町,若山台,１-１－１

６１８-８５８５ 小野薬品工業 (株) 水無瀬総合研究所,大阪府,三島郡島本町,桜井,３-１－１

６１８-８５５５ (株) ＮＥＯＭＡＸ,大阪府,三島郡島本町,江川,２-１５－１７

６１８-８５７０ 島本町役場,大阪府,三島郡島本町,桜井,２-１－１

６１８-８５１８ 社会福祉法人 大阪水上隣保館,大阪府,三島郡島本町,大字山崎,５-３番１８号

５６３-０２９２ 豊能町,大阪府,豊能郡豊能町,余野,４１４-１



５６３-０３９２ 能勢町役場,大阪府,豊能郡能勢町,宿野,２８-

５９０-０４９３ 大阪観光大学,大阪府,泉南郡熊取町,大久保南,５-３－１

５９０-０４８２ 関西鍼灸大学,大阪府,泉南郡熊取町,若葉,２-１１－１

５９０-０４９６ 学校法人 浪商学園大阪体育大学,大阪府,泉南郡熊取町,朝代台,１－１

５９０-０４９４ 京都大学 原子炉実験所,大阪府,泉南郡熊取町,朝代西,２-１０１０

５９０-０４９５ 熊取町役場,大阪府,泉南郡熊取町,野田,１-１－１

５９０-０４８１ 原子燃料工業 (株) 熊取事業所,大阪府,泉南郡熊取町,朝代西,１-９５０

５４９-８５１１ 中カウンター 関西空港ターミナル ４Ｆ国際線出発ロビー・１Ｆ国際線到着ロビー,

５４９-８５１１ 大阪府,泉南郡田尻町,泉州空港中,１-

５４９-８５８５ Ｐｅａｃｈ・Ａｖｉａｔｉｏｎ (株),大阪府,泉南郡田尻町,泉州空港中,１-

５９９-０３９２ 岬町役場,大阪府,泉南郡岬町,深日, 1-００

５８３-８５８０ 太子町役場,大阪府,南河内郡太子町,大字山田,８８

５８５-８５５５ 大阪芸術大学,大阪府,南河内郡河南町,大字東山,４６９

５８５-８５５０ 大阪芸術大学 通信教育部,大阪府,南河内郡河南町,大字東山,４６９

５８５-８５８５ 河南町役場,大阪府,南河内郡河南町,大字白木,１３５９－６

５８５-８５０１ 千早赤阪村役場,大阪府,南河内郡千早赤阪村,大字水分,１８０




