旅館業許可施設一覧(平成30年３月31日現在)
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施設名称
ヒルトン大阪
大阪第一ホテル
セカンド・イン梅田
ザ・リッツ・カールトン大阪
株式会社ホテルグランヴィア大阪
ホテルモントレ大阪
ハートンホテル西梅田
インターコンチネンタルホテル大阪
ウェスティンホテル大阪
ＭＡＭＢＯ Ｉｎｎ
セミナーハウス クロス・ウェーブ梅田
山西福祉記念会館
若月
ヴィアイン梅田
大阪新阪急ホテル
新阪急ホテルアネックス
ホテルユニゾ大阪梅田
ホテルランドマーク梅田

施設所在地
北区梅田１丁目８番８号
北区梅田１丁目９番２０号
北区梅田２丁目５番１６号セカンド・イン梅田

営業者名
大阪ヒルトン株式会社
株式会社大阪マルビル
吉本四十六番地株式会社
北区梅田２丁目５番２５号梅田阪神第一ビルディング 株式会社 阪神ホテルシステムズ
北区梅田３丁目１番１号
株式会社ホテルグランヴィア大阪
北区梅田３丁目３番４５号マルイト西梅田ビル ホテルモントレ株式会社
北区梅田３丁目３番５５号ハートンホテル西梅田 関西観光開発株式会社
北区大深町３番６０号
ＩＨＧ Ｊａｐａｎ Ｏｓａｋａ合同会社
北区大淀中１丁目１番２０号
株式会社 テェルウィンコーポレーション
北区大淀南１丁目１番１４号シャングリ・ラ
株式会社エル・ディー・アンド・ケイ
北区神山町１番１２号
ブルーウェーブ株式会社
北区神山町１１番１２号山西福祉記念会館
社会福祉法人 枚方療育園
北区国分寺２丁目２番４３号１階
若月 真由美
株式会社ジェイアール西日本デイリーサービスネット
北区小松原町１番２０号ヴィアイン梅田
北区芝田１丁目１番３５号大阪新阪急ホテル
株式会社 阪急阪神ホテルズ
北区芝田１丁目８番１号北野阪急ビル
株式会社 阪急阪神ホテルズ
北区芝田１丁目１０番３号
ユニゾホテル株式会社
北区芝田２丁目３番２２号ホテルランドマーク梅田 有限会社 オーシャン
ホテルナチュレ大阪梅田 紀州鉄道グループ 北区芝田２丁目９番１５号紀州鉄道ビル
紀鉄ホテル株式会社
株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント
ホテルマイステイズプレミア堂島
北区曽根崎新地２丁目４番１号
ＴＨＥ ＨＯＴＥＬ ＮＯＲＴＨ ＯＳＡＫＡ 北区曽根崎１丁目５番２３号
萬野トレーディング有限会社
ＴＨＥ ＨＯＴＥＬＮＯＲＴＨ ＯＳＡＫＡ 北区曽根崎１丁目５番２３号
株式会社ノース大阪
ホテルファーストポケット
北区曽根崎１丁目６番７号
株式会社 火星ビルディング
ホテル ファーストポケット
北区曽根崎１丁目６番７号
株式会社 釧路三経観光
Ｒ＆Ｂホテル梅田東
北区曽根崎１丁目６番１５号
ワシントンホテル株式会社
ホテル スマート
北区曽根崎１丁目６番２２号
インビクタス株式会社
ホテル ＡＩ（アイ）
北区曽根崎１丁目６番２２号
有限会社グリーンアート
ハイタイムズ
北区曽根崎１丁目７番７号
有限会社ハイタイムズ
ホテル アデージョ
北区曽根崎１丁目７番７号
有限会社クオーズ
ＨＯＴＥＬ ラテ
北区曽根崎１丁目７番７号
有限会社 萬
曽根崎ＬＵＸＥ ＨＯＴＥＬ
北区曽根崎１丁目７番１８号
株式会社ＬＵＸＥ ＣＯＭＰＡＮＹ
ホテルアフリカ梅田
北区曽根崎２丁目５番３号
有限会社プレジャーホールディングス
ホテル サル・デ・バーン
北区曽根崎２丁目５番２６号
有限会社オキシピュールジャパン
梅田ＯＳホテル
北区曽根崎２丁目１１番５号
株式会社阪急阪神ホテルズ
ＨＯＴＥＬ ＰＬＡＴＯＮ
北区太融寺町４番２号ファビオ太融寺ビル
株式会社ＰＬＵＳ ＵＰ
太融寺 ホテル
北区太融寺町４番２号
株式会社ＵＮＤＵＬＡＴＩＯＮ
ＨＯＴＥＬ ＣＥＥＤＳ
北区太融寺町４番１５号
株式会社 プレジャーズコーポレーション
ホテル アメリカン
北区太融寺町６番４号ホテルアメリカン
摂津共栄株式会社
ホテル カーサ スワン
北区太融寺町７番６号
有限会社 たつみ
ホテル フランチェスカ
北区太融寺町７番９号
有限会社 三番街
ＤＩＧＡ ＤＩＧＡ ＤＯＯ
北区太融寺町８番２３号
双葉企業株式会社
アルモニーアンブラッセ大阪
北区茶屋町７番２０号
株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ
北区茶屋町１９番１９号阪急茶屋町ビルディング（アプローズタワー） 株式会社阪急阪神ホテルズ
ホテル阪急インターナショナル
ゲストハウス砂の城
北区天神橋１丁目１２番１９号
花房 哲兵
街角のペンション Ｌｅｅ
北区天神橋２丁目５番１１号
李 有師
北区天神橋３丁目１番２８号第三グランドビル６階 株式会社グランディング
ホステル桜ら庵
ＵＮＩ Ｈｏｓｔｅｌ
北区天神橋３丁目４番１１号３階
Ｖｉｅｉｒａ Ｌｕｉｓ Ｒｅｎａｔｏ
ホテル ラヴィアンローズ
北区天神橋４丁目２番１６号
カタヤマ不動産株式会社
ホテル ラ・ヴィアンローズ
北区天神橋４丁目２番１６号
有限会社ラ・ヴィアンローズ
ホテルてんま
北区天神橋４丁目３番４号
株式会社Ｊ−ｎｅｅｄｚ
ホテルＮＥＸＴ
北区天神橋４丁目６番３４号
株式会社Ｊ−ｎｅｅｄｚ
株式会社 淀屋旅館
北区天神橋７丁目１０番６号
株式会社 淀屋旅館
和・ｔｅｒｒａｃｅ．
北区天神橋８丁目１１番８号
有限会社クーランデールイワタ
Ｗａｔｅｒ Ｒｏａｄ
北区天神橋８丁目１３番１１号
有限会社ファンタジア
ｎｏｋｕ ＯＳＡＫＡ
北区天満２丁目１０番１３号
Ｒｏｘｙ−Ｏｓａｋａ Ｈｏｔｅｌ合同会社
天満 糸や
北区天満４丁目１６番１３号
糸数 昌史
ブエナビスタ南森町
北区天満４丁目１７番１２号
株式会社ブエナビスタ
帝国ホテル大阪
北区天満橋１丁目８番５０号帝国ホテル大阪
株式会社 帝国ホテル
北区天満橋４丁目９番５号ホテルダイキ １〜３階 有限会社ジュピター
ホテルダイキ
ホテル ジィニア梅田
北区兎我野町２番１２号
株式会社リブレ
梅田プラザホテル
北区兎我野町３番５号
株式会社エステートプラザ
Ｆｉｖｅ Ｃｏｕｒｔ Ｕｍｅｄａ
北区兎我野町３番１８号
ＳＡＩ ＩＮＤＵＳＴＲＩＥＳ株式会社
兎我野ホテル
北区兎我野町４番６号
株式会社ＥＬＥＶＡＴＩＯＮ
ホテル シックス
北区兎我野町４番１５号
株式会社ＳＩＸ
ＭＹＴＨ ＤＸ
北区兎我野町４番１６号
ディーバ株式会社
ＨＯＴＥＬ ｅｆ
北区兎我野町４番１８号
株式会社 ｅｆ
ホテル デッサン ドゥ フルール
北区兎我野町５番４号
有限会社エスケー
グランド カーム
北区兎我野町８番５号
有限会社アルテアス
グランドカーム
北区兎我野町８番５号
グランドカーム株式会社
ホテル バッキンガム
北区兎我野町８番１２号ホテルバッキンガム
株式会社冨美矢
ＣＯＭＥ ＩＮ ＨＯＴＥＬ
北区兎我野町８番１２号
株式会社 サプラス
ホテル やま久
北区兎我野町９番１０号
株式会社Ａ−ｋｉｎｄ Ｒｅｓｏｒｔｓ

1/18

旅館業許可施設一覧(平成30年３月31日現在)

No
施設名称
73 フォンテ ガイア
74 ホテル関西
75 兎我野センタービル
76 株式会社 関西エコノミー
77 ＭＹＴＨ−ＢＢ
78 ｓｗｅｅｔｓ
79 ホテル シャンブル
80 旅館 レインボー
81 ホテル ｏｎｅ
82 旅館ほうれん荘
83 ホテル マンハッタン
84 丸一ホテル
85 ホテル法華クラブ大阪
86 平田レジャービル（ホテルプリンス）
87 ラヴィアンソフト
88 ＨＯＴＥＬリブマックス梅田
89 ＡＴＴＡ豊崎
90 ホテルサンルート梅田
91 ハートンホテル北梅田
92 東横ＩＮＮ梅田中津Ⅰ
93 ザ・ユナイテッドホテル大阪梅田
94 東横ＩＮＮ梅田中津Ⅱ
95 レジデンス イン 梅田
96 ホテル アナージェ
97 エバースクエア同心
98 ΛＰΛ ＨＯＴＥＬ〈大阪天満〉
99 ホテルエルセラーン大阪
100 清友社
101 ＡＮＡクラウンプラザホテル大阪
102 堂山ホテル
103 大阪東急ＲＥⅠホテル
104 国家公務員共済組合連合会大阪宿泊所（ＫＫＲホテル梅田）
105 ホテル トレビ
106 ホテル イルモンテ
107 ホテル 喜多八
108 株式会社 緑風
109 ＨＯＴＥＬ ＬｉＶＥＭＡＸ 梅田堂山
110 カプセル・イン・大阪
111 ホテルファインガーデン梅田店
112 ホテル アクシス
113 リトルチャペル クリスマス
114 リトルチャペル クリスマス
115 ホテル エレメント
116 ホテル 大吉
117 ビジネスホテル アップルハウス
118 北欧館
119 あばんてステイ 梅田もみじ
120 あばんてステイ 梅田さくら
121 あばんてステイ 梅田まつ
122 ホテル ＮＵＤＡ（ヌーダ）
123 丸信
124 丸信別館
125 ホテルＣＯＣＯ
126 ホテル近畿
127 ホテル スペースシャトル
128 Ｕｖｉｌｌａｇｅ
129 ブリエナカザキ
130 ＨＯＳＴＥＬ ＡＰＡＲＴＭＥＮＴＵｍｅｄａ
131 カプセルホテル 大東洋
132 御宿 ＮＡＫＡＺⅠ
133 御宿 ＮＡＫＡＺⅡ
134 中津ゲストハウス
135 Ｒホテルズイン大阪北梅田
136 ＨＯＴＥＬ ＬｉＶＥＭＡＸ 梅田中津
137 ホテル ローズ
138 コンラッド大阪
139 三井ガーデンホテル大阪プレミア
140 リーガ ロイヤルホテル
141 ホテル ＮＣＢ
142 中之島プラザ
143 プラザ梅新 大阪 ♯１
144 プラザ梅新 大阪 ♯７

施設所在地
北区兎我野町９番１３号
北区兎我野町９番１５号ホテル関西
北区兎我野町９番１５号ホテル関西
北区兎我野町９番１５号ホテル関西
北区兎我野町９番２０号
北区兎我野町１０番６号平田第２レジャービル６階
北区兎我野町１０番８号平田第２レジャービル２階
北区兎我野町１０番８号平田第二レジャービル３階
北区兎我野町１０番８号平田第二レジャービル ２０３号

北区兎我野町１０番１５号大阪屋５８番館１階
北区兎我野町１１番８号
北区兎我野町１２番１５号丸一プラザビル
北区兎我野町１２番１９号法華クラブ大阪店
北区兎我野町１３番２号平田第一レジャービル
北区兎我野町１５番１７号
北区豊崎１丁目２番８号
北区豊崎２丁目１０番１０号１階
北区豊崎３丁目９番１号ホテルサンルート梅田
北区豊崎３丁目１２番１０号北野共同ビル
北区豊崎３丁目２０番４号東横イン 梅田中津
北区豊崎４丁目１番２０号
北区豊崎４丁目１２番１３号
北区豊崎５丁目２番１９号
北区豊崎６丁目６番１０号
北区同心１丁目１番１３号エバースクエア同心５階５０４号室

北区同心２丁目１６番１５号
北区堂島１丁目５番２５号
北区堂島２丁目３番３５号
北区堂島浜１丁目３番１号ＡＮＡクラウンプラザホテル大阪

北区堂山町１番２５号
北区堂山町２番１号
北区堂山町４番１号ＫＫＲホテル梅田
北区堂山町６番１６号ホテルトレビ
北区堂山町７番１３号
北区堂山町７番１６号喜多八ビル
北区堂山町７番２３号
北区堂山町８番１５号
北区堂山町９番５号ニュージャパンビル 梅田店
北区堂山町９番１６号
北区堂山町９番１９号
北区堂山町１１番５号
北区堂山町１１番５号
北区堂山町１１番１１号
北区堂山町１２番１２号
北区堂山町１４番３号アップルハウス
北区堂山町１４番１０号
北区堂山町１４番２３号キングコーポ堂山２０６号室
北区堂山町１４番２３号キングコーポ堂山２０７号室
北区堂山町１４番２３号キングコーポ堂山２０５号室

北区堂山町１４番２４号
北区堂山町１５番８号
北区堂山町１５番８号
北区堂山町１６番２０号ホテルＣｏＣｏ
北区堂山町１７番８号㈱ホテル近畿
北区堂山町１７番８号
北区中崎１丁目６番１５号くさかビル３、４階
北区中崎３丁目２番８号
北区中崎３丁目３番５号
北区中崎西２丁目１番９号観光ビル 大東洋
北区中崎西４丁目１番１２号 １階
北区中崎西４丁目１番１２号 ２階
北区中津１丁目１３番１０号
北区中津１丁目１８番１４号
北区中津３丁目３番２２号
北区中津６丁目９番２４号ホテル中津ロンシャン
北区中之島３丁目２番４号中之島フェスティバルタワー・ウエスト

北区中之島３丁目４番１５号
北区中之島５丁目３番６８号
北区中之島６丁目２番２７号中之島センタービルディング

北区中之島６丁目２番３９号中之島プラザ
北区西天満４−１５−１８−８０８号室プラザ梅新 ８階
北区西天満４−１５−１８−８１４号室プラザ梅新 ８階
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営業者名
有限会社ノアズ興産
株式会社 ホテル関西
株式会社 ホテル関西
株式会社 ホテル関西
キタアフリカ株式会社
株式会社セルシン
有限会社ハッピー産業
株式会社 サクセス
飯田 貴子
Ｔ ｓプラニング株式会社
山梅企画株式会社
丸一ビルディング株式会社
株式会社法華倶楽部
平田観光株式会社
三健商事株式会社
株式会社リブ・マックス
高津 有加里
アイアンドエフ・ビルディング株式会社
関西観光開発株式会社
聖徳ビル企画株式会社
株式会社ユナイテッドバケーションズ
株式会社パートナーズ２１
ＷＢＦアセット株式会社
有限会社トライアド
株式会社Ｂ．Ｐ．Ｍ
元谷 外志雄
エルセラーン化粧品株式会社
上野 美和子
ＧＨＳ株式会社
有限会社プロセス
株式会社関西東急ホテルズ
国家公務員共済組合連合会
松江観光株式会社
株式会社ホテルアンドアソシエイツ
タカオカ観光株式会社
株式会社 緑風
株式会社リブ・マックス
ニュージャパン観光株式会社
株式会社グローブ企画
株式会社 アクシス
太平地所株式会社
株式会社ジーニアス・ファクトリー
株式会社 新谷興産
株式会社高井
株式会社 邦文商事
株式会社 ロードス
株式会社アクシー
株式会社アクシー
株式会社アクシー
株式会社 新保
東宝株式会社
東宝株式会社
株式会社 サン
株式会社 ホテル近畿
株式会社玉川
鈴木 雄登
株式会社セイジョー
株式会社ＢＩＪ
北大阪振興株式会社
株式会社シティラボ
株式会社シティラボ
株式会社メインツリージャパン
Ｒホテルズインターナショナル株式会社
株式会社リブ・マックス
有限会社 エースコーポレーション
Ｃｏｎｒａｄ Ｏｓａｋａ合同会社
株式会社三井不動産ホテルマネジメント
株式会社ロイヤルホテル
大阪地区開発株式会社
一般財団法人 共済会記念文化財団
株式会社大阪農林会館
株式会社大阪農林会館

旅館業許可施設一覧(平成30年３月31日現在)

No
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216

施設名称
プラザ梅新 大阪 ♯２
プラザ梅新 大阪 ＃４
プラザ梅新 大阪 ＃６
プラザ梅新 大阪 ＃８
プラザ梅新 大阪 ＃９
プラザ梅新 大阪 ＃１３
プラザ梅新 大阪 ＃１４
ＲＥＣＯ ＨＯＴＥＬＮＡＫＡＮＯＳＨＩＭＡ
ＡＺ ＨＯＳＴＥＬ
ホテル イル グランデ 梅田
ドーミーイン梅田東
ホテルサンプラザ梅田東
Ｋｉｔａｓｈｉｎｃｈｉ Ａｐａｒｔｍｅｎｔ
ホテル ギャラリエ
プラザ梅新
ＢｏａＳｏｒｔｅ
プラザ梅新 大阪 ♯３
プラザ梅新 大阪 ♯１５
プラザ梅新 大阪 ♯１６
プラザ梅新 大阪 ♯１７
プラザ梅新 大阪 ♯１８
東横イン大阪梅田東
Ｏｓａｋａ ｇｕｅｓｔｈｏｕｓｅ 桜
ホテルＢＬＵＥ
ホテルＢＬＵＥ
ＣＡＮＤＹ ＢＯＸ
ホテル・ザ・レオ・キタ
雪家
ゲストハウス テンロク
登良や
京家旅館
ＧＯＭＡ ＨＡＲＵｇｕｅｓｔ ｈｏｕｓｅ
Ｇｕｅｓｔ ｈｏｕｓｅ ＨＡＲＵ
ホステル 淡海
プレミアホテル−ＣＡＢＩＮ−大阪
ホテル セラヴィ 大阪城北詰店
大阪シティホテル京橋
ホテル ＮＯＡＨ ＲＥＳＯＲＴ 桜ノ宮
ホテル プロヴァンスの街に
ホテル セラヴィ桜宮
ホテル キングダム
ＴＯＷＥＲＳ ＨＯＴＥＬ
ホテル ルナデミエル
もしもしピエロＮＥＯ
リトルチャペルクリスマス
そごう旅館
プラザ２１
ホテル 桜ノ宮プラザ
ＨＯＴＥＬ コスモポリタン
ザ ホテル
桜ガーデンホテル
ＲＡＫＵ ＨＯＳＴＥＬ ＯＳＡＫＡ
大阪リバーサイドホテル
ホテル京阪京橋グランデ
ホテル 月うさぎ
ビジネスホテルエイコープラザ
カーサ京橋
蒲生 旅館
ホテル千扇
Ｍａｒｉｓ
Ｍａｒｉｓ
Ｍａｒｉｓ
Ｍａｒｉｓ
Ｍａｒｉｓ
Ｍａｒｉｓ
Ｍａｒｉｓ
Ｍａｒｉｓ

Ｋｙｏｂａｓｈｉ
Ｋｙｏｂａｓｈｉ
Ｋｙｏｂａｓｈｉ
Ｋｙｏｂａｓｈｉ
Ｋｙｏｂａｓｈｉ
Ｋｙｏｂａｓｈｉ
Ｋｙｏｂａｓｈｉ
Ｋｙｏｂａｓｈｉ

ＡＲＭＳ
ＡＲＭＳ
ＡＲＭＳ
ＡＲＭＳ
ＡＲＭＳ
ＡＲＭＳ
ＡＲＭＳ
ＡＲＭＳ

ホテル 富貴
旅館 まがら
ラッキーズ ホステル
ホテル シャレード
ホテル ＬＥＧＡ

２０１号室
２０２号室
２０３号室
２０５号室
３０１号室
３０３号室
４０３号室
４０５号室

施設所在地
北区西天満４−１５−１８−８０９号室プラザ梅新
北区西天満４−１５−１８−１２０６号室プラザ梅新
北区西天満４−１５−１８−１５０４号室プラザ梅新
北区西天満４−１５−１８−１２０２号室プラザ梅新
北区西天満４−１５−１８−１５１３号室プラザ梅新
北区西天満４−１５−１８−１２０５号室プラザ梅新
北区西天満４−１５−１８−１２１４号室プラザ梅新

８階
１２階
１５階
１２階
１５階
１２階
１２階

北区西天満１丁目７番８号
北区西天満２丁目５番６号
北区西天満３丁目５番２３号ホテル イル グランデ 梅田

北区西天満３丁目５番３５号
北区西天満３丁目１３番１５号
北区西天満４丁目５番１号ジャスティス４５１４階
北区西天満４丁目１２番２０号
北区西天満４丁目１５番１８号プラザ梅新
北区西天満４丁目１５番１８号プラザ梅新 ８階 ８１６号室

北区西天満４丁目１５番１８号プラザ梅新 ８１０号室
北区西天満４−１５−１８ ６１４号室プラザ梅新 ６階
北区西天満４−１５−１８ ６１５号室プラザ梅新 ６階
北区西天満４−１５−１８ ８１７号室プラザ梅新 ８階
北区西天満４−１５−１８ １００３号室プラザ梅新 １０階

北区西天満５丁目３番２５号
北区西天満６丁目３番５号
北区西天満６丁目４番７号
北区西天満６丁目４番７号
北区西天満６丁目９番８号
北区樋之口町１番６号
北区本庄西１丁目１３番１７号
北区本庄東１丁目３番１号
北区本庄東１丁目８番９号
北区本庄東１丁目１２番１５号
北区本庄東１丁目１８番１８号
北区本庄東１丁目１９番６号
北区松ヶ枝町６番２３号
北区南森町１丁目３番１９号
都島区網島町５番１号
都島区片町２丁目１１番２４号
都島区中野町１丁目７番１２号
都島区中野町１丁目９番１７号
都島区中野町１丁目９番１９号
都島区中野町１丁目９番２４号
都島区中野町１丁目１２番１８号
都島区中野町１丁目１３番４号
都島区中野町１丁目１３番２４号
都島区中野町１丁目１３番２８号
都島区中野町２丁目１番８号
都島区中野町２丁目６番１３号
都島区中野町２丁目８番４号
都島区中野町４丁目１番１８号
都島区中野町４丁目１番１８号
都島区中野町４丁目１番２３号
都島区中野町５丁目８番２０号１階
都島区中野町５丁目１２番３０号大阪リバーサイドホテル

都島区東野田町２丁目１番３８号ホテル京阪京橋
都島区東野田町２丁目８番７号サオコマビル４階
都島区東野田町３丁目１番４号
都島区東野田町３丁目１番２２号カーサ京橋９階
都島区東野田町３丁目４番１０号
都島区東野田町３丁目７番４号
都島区東野田町３丁目７番５号Ｍａｒｉｓ京橋 ＡＲＭＳ ２０１号室

都島区東野田町３丁目７番５号Ｍａｒｉｓ京橋 ＡＲＭＳ ２０２室
都島区東野田町３丁目７番５号Ｍａｒｉｓ京橋 ＡＲＭＳ ２０３号室
都島区東野田町３丁目７番５号Ｍａｒｉｓ京橋 ＡＲＭＳ ２０５号室
都島区東野田町３丁目７番５号Ｍａｒｉｓ京橋 ＡＲＭＳ ３０１号室
都島区東野田町３丁目７番５号Ｍａｒｉｓ京橋 ＡＲＭＳ ３０３号室
都島区東野田町３丁目７番５号Ｍａｒｉｓ京橋 ＡＲＭＳ ４０３号室
都島区東野田町３丁目７番５号Ｍａｒｉｓ京橋 ＡＲＭＳ ４０５号室

都島区東野田町３丁目７番１１号
都島区東野田町３丁目８番５号
都島区東野田町３丁目１２番１８号
都島区東野田町４丁目８番７号
都島区東野田町４丁目８番７号

3/18

営業者名
株式会社大阪農林会館
株式会社大阪農林会館
株式会社大阪農林会館
株式会社大阪農林会館
株式会社大阪農林会館
株式会社大阪農林会館
株式会社大阪農林会館
株式会社リコホテル中之島
勢川 誠
株式会社ホテルアンドアソシエイツ
株式会社共立メンテナンス
株式会社アインズ・イン
ジェイ・ケイ・トラベル株式会社
有限会社プレジャーホールディングス
リゾートトラスト株式会社
松山 直樹
株式会社 大阪農林会館
株式会社大阪農林会館
株式会社 大阪農林会館
株式会社 大阪農林会館
株式会社 大阪農林会館
株式会社東横イン
株式会社 桜
和田 孝雄
有限会社フェニックス
有限会社 泰西興産
株式会社 天満観光
ラネージュ株式会社
木脇 奈採
株式会社 登良や旅館
渡部 幸子
米村 信子
米村 信子
株式会社フラットプロパティ
株式会社ＰＨＧ大阪マネジメント
シティ観光有限会社
㈱中村工務店
株式会社ＧＲＡＮＤ ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ
株式会社 ケイエスランドフォー
株式会社ＧＲＡＮＤ ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ
株式会社 天遊
有限会社 タワーズ
株式会社 ＨＭＳＳ
有限会社もしもしピエロ
株式会社 桜ノ宮クリスマス
北出品子
有限会社 エステートプラザ
有限会社エステートプラザ
有限会社 大阪アブニール
株式会社 シーダー
アイ・エス・エイ株式会社
吉田 楽
千林建物株式会社
株式会社ホテル京阪
株式会社大阪帝拳
株式会社 関西都市開発
株式会社中岡建設
吉田 愼吾
野村観光㈱
株式会社Ａｓｉａｎ Ｌｉｎｋ Ｕｐ
株式会社Ａｓｉａｎ Ｌｉｎｋ Ｕｐ
株式会社Ａｓｉａｎ Ｌｉｎｋ Ｕｐ
株式会社Ａｓｉａｎ Ｌｉｎｋ Ｕｐ
株式会社Ａｓｉａｎ Ｌｉｎｋ Ｕｐ
株式会社Ａｓｉａｎ Ｌｉｎｋ Ｕｐ
株式会社Ａｓｉａｎ Ｌｉｎｋ Ｕｐ
株式会社Ａｓｉａｎ Ｌｉｎｋ Ｕｐ
野村観光㈱
真柄 静江
大平 沙織
大宇 有限会社
藤本観光株式会社

旅館業許可施設一覧(平成30年３月31日現在)

No
施設名称
217 松屋
218 ＨＯＴＥＬ ＤＩＯ
219 ルームイン舞
220 ホテル ベラージュⅠ
221 ホテル ベラージュⅡ
222 ホテル ソーラプチソーラ
223 ホテル ソーラ
224 ホテル京阪
225 ホテル フィオーレ２０１０
226 ホテル トップ・イン
227 ホテルガルフ
228 ホテル ディアプレス
229 ホテル フィオーレ
230 ホテル マジェスティ
231 ホテル レディシー
232 ホテル ベルシャトウ
233 ホテル ベルシャトウ
234 ホテル王将
235 ホテル カレン２００１ Ｋｅｉｈａｎ
236 ホテル カレンエステレーラ
237 ホテル レイモンド
238 ホテル フルフル
239 くずのは旅館
240 ホテルユーナス
241 松乃家
242 Ｈｏｋｕｓａｉ Ｓｔａｙ
243 ホテル ニュー松ケ枝
244 旅籠あお
245 ゲストハウス由苑
246 ファーストキャビン阪神西梅田
247 ホテル阪神
248 ゲストハウス ｈａｎａｒｅ
249 Ｄｒｏｐ Ｉｎｎ ＯＳＡＫＡ
250 ダイワロイヤルホテル Ｄ−ＣＩＴＹ 大阪新梅田
251 Ｓ．ＴＲＡＩＮＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＨＯＴＥＬ
252 Ｏｓａｋａ ＧｕｅｓｔｈｏｕｓｅＨｉｖｅ
253 ジェイホッパーズ大阪ゲストハウス
254 ホテルＳＨＡＳＨＡ ｊｅｗｅｌ
255 ＨＯＳＴＥＬ 邂
256 東横イン大阪ＪＲ野田駅前
257 ＲＯＴＡ ＨＯＳＴＥＬ
258 ラ・ジェント・ホテル大阪ベイ
259 ホテル ユニバーサル ポート
260 ＵＮＩＶＥＲＳＡＬ ＨＯＴＥＬ グローレ
261 ゲストハウス のんき
262 ジェイホッパーズ大阪ユニバーサル
263 シンプルハートホテル 大阪
264
265 ホテル京阪ユニバーサル・タワー
266 ザ パーク フロント ホテル アットユニバーサル・スタジオ・ジャパン
267 ホテル近鉄ユニバーサル・シティ
268 ホテル京阪ユニバーサル・シティ
269 北港マリーナ簡易宿泊施設
270 ＳＥＫＡＩ ＨＯＴＥＬ Ｆｕｊｉ
271 ユニバーサルホテル西九条
272 ＳＥＫＡＩ ＨＯＴＥＬ Ａｙａｍｅ
273 ＳＥＫＡＩＨＯＴＥＬ Ｓｈｉｋａ
274 ＳＥＫＡＩ ＨＯＴＥＫ Ｍａｎｇｅｔｓｕ
275 あり宿
276 Ｂｒｉｌｌｅｒ ＵｎｉｖｅｒｓａｌＪａｐｏｎ
277 ｈｏｓｔｅｌ ＪＩＮ
278 ビジネスホテル アーバンティ西九条
279 ＳＥＫＡＩ ＨＯＴＥＬ Ｈａｎａｒｅ
280 Ｓｏｒａ Ｈｏｓｔｅｌ
281 Ｓｏｒａ Ｈｏｓｔｅｌ
282 ゲストハウス ｃｏｍｏｄｏ
283 松月旅館
284 ＴＨＥ ＢＬＥＮＤ ＩＮＮ
285 大阪市舞洲障害者スポーツセンター
286 ＧＲＡＮ ＣＡＭＰＩＮＧ ＰＡＬＭ ＧＡＲＤＥＮ ＭＡＩＳＨＩＭＡ ｂｙ ＷＢＦ
287 ロッジ舞洲〔舞洲野外活動センター〕
288 ホテル・ロッジ舞洲 ネスト
ザ シンギュラリ ホテル＆スカイスパアット ユニバーサル・スタジオ・ジャジオ・ジャパン

施設所在地
都島区東野田町４丁目８番１１号
都島区東野田町４丁目８番１７号
都島区東野田町４丁目１０番７号
都島区東野田町４丁目１０番１２号
都島区東野田町４丁目１０番１３号
都島区東野田町４丁目１０番１４号
都島区東野田町４丁目１０番１６号
都島区東野田町４丁目１１番１号
都島区東野田町４丁目１１番６号
都島区東野田町４丁目１１番１１号
都島区東野田町４丁目１１番１１号
都島区東野田町４丁目１１番１５号
都島区東野田町４丁目１１番１６号
都島区東野田町４丁目１１番１７号
都島区東野田町４丁目１２番６号
都島区東野田町４丁目１２番２６号
都島区東野田町４丁目１２番２６号
都島区東野田町４丁目１４番７号
都島区東野田町４丁目１４番１２号
都島区東野田町４丁目１４番１２号
都島区東野田町４丁目１４番１７号
都島区東野田町４丁目１４番１９号
都島区都島本通１丁目４番１３号
都島区都島本通３丁目２７番１０号
都島区都島南通１丁目１２番４号
福島区鷺洲１丁目９番１２号
福島区野田３丁目６番９号
福島区福島２丁目８番１５号
福島区福島２丁目９番２３号
福島区福島５丁目２番３０号
福島区福島５丁目６番１６号阪神杉村ビル

営業者名
岩本 典子
ウエスト・ジャパン・サーベイ株式会社
有限会社ヤス観光
藤本観光株式会社
藤本観光株式会社
藤本観光株式会社
㈱ホテル桃の木
藤本観光株式会社
藤本観光株式会社
塩路観光㈱
株式会社 ロラシエ
有限会社みよし
藤本観光株式会社
有限会社 みよし
有限会社ザ リッチ
西川建設（株）
株式会社 ベルシャトゥ
有限会社 向伸商事
藤本観光株式会社
株式会社 カレン
横谷 リキヨ
株式会社フルフル
吉川 佳代子
塚崎産業株式会社
松下 孝子
株式会社グレートステイ
株式会社 松ケ枝
株式会社スパイスワークス
株式会社由苑
株式会社ライフデザイン阪急阪神
株式会社 阪急阪神ホテルズ
福島区福島５丁目１７番２０号グランソレイユ福島１階 村上 良太
福島区福島６丁目１２番１３号西梅田ファーストビル１階〜５ 株式会社アクセラレータージャパン
福島区福島６丁目１６番６号
ダイワロイヤルホテルシティ株式会社
福島区福島６丁目２３番８号
株式会社新梅田研修センター
福島区福島６丁目２４番６号
株式会社ＣＲＯＷＮ
福島区福島７丁目４番２２号
有限会社 ジェイホッパーズ
福島区福島７丁目１１番５４号
株式会社コムズ
福島区吉野１丁目２２番２９号
杉谷 紗代美
福島区吉野２丁目２番２号
株式会社 東横イン
福島区吉野３丁目７番５号３階
有限会社 未来
此花区桜島１丁目１番５７号
ＡＢアコモ株式会社
合同会社ユニバーサルホテルマネージメント
此花区桜島１丁目１番１１１号
此花区桜島３丁目３番２号
株式会社 永晃
此花区四貫島２丁目９番３号
清水 祐里亞
此花区島屋３丁目１０番１２号
有限会社ジェイホッパーズ
此花区島屋３丁目１０番３１号
ハヤタ工業株式会社
株式会社カンデオ・ホスピタリティ・マネジティ・マネジメント
此花区島屋６丁目２番２５号
此花区島屋６丁目２番４５号
株式会社 ホテル京阪
此花区島屋６丁目２番５２号
株式会社 パークフロントホテル
此花区島屋６丁目２番６８号
株式会社近鉄・都ホテルズ
此花区島屋６丁目２番７８号ホテル京阪ユニバーサル・シティ 株式会社 ホテル京阪
此花区常吉２丁目１３番１８号
ｂⅰⅰｄ株式会社
此花区西九条１−５−６
ＳＥＫＡＩ ＨＯＴＥＬ株式会社
此花区西九条１丁目７番１０
株式会社ドリーマーズ・クリエイション
此花区西九条１丁目８番１４号
ＳＥＫＡＩ ＨＯＴＥＬ株式会社
此花区西九条１丁目９番６号
ＳＥＫＡＩ ＨＯＴＥＬ株式会社
此花区西九条１丁目１０番２５号
ＳＥＫＡＩ ＨＯＴＥＬ株式会社
此花区西九条１丁目１６番１８号
久保田 れな
此花区西九条１丁目３４番１６号
株式会社セイジョー
此花区西九条２丁目４番１９号
オーナーズ・プランニング株式会社
此花区西九条２丁目６番３号
株式会社 アーバンティ西九条
此花区西九条３丁目５番３号アーバン西九条１階 ＳＥＫＡＩ ＨＯＴＥＬ株式会社
此花区西九条３丁目８番１７号大島第一ビル３階 有限会社ユーロ・スポーツ
此花区西九条３丁目８番１７号大島第一ビル４階 有限会社ユーロ・スポーツ
此花区西九条３丁目１３番１３号
松森 由佳
此花区梅香１丁目１９番２３号
尾嶋 輝子
此花区梅香１丁目２４番２１号
株式会社由苑
此花区北港白津２丁目１番４６号
（社福）大阪市障害者福祉・スポーツ協会
此花区北港緑地２丁目３番５７号
株式会社 ホワイト・ベアーファミリー
此花区北港緑地２丁目３番７５号
株式会社キャッスルホテル
此花区北港緑地２丁目３番７５号
株式会社キャッスルホテル
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No
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360

施設名称
ヴィアーレ大阪
アリエッタホテル大阪
ホテルマイステイズ堺筋本町
９Ｈｏｓｔｅｌ
ホテルＴＧＭ上本町
プロシオーンレジデンス ９階
アラメゾン ＡＬＡＭＡＩＳＯＮ
アパホテル〈大阪谷町〉
東横イン天満橋大手前
木賃庵
ホテル リブ・マックス大手前
プリムローズ大阪
盛佳ビル

施設所在地
中央区安土町３丁目１番３号ヴィアーレ大阪
中央区安土町３丁目２番６号
中央区淡路町１丁目４番８号
中央区安堂寺町２丁目２番１８号
中央区上本町西５丁目２番３号
中央区内淡路町１丁目１番６号プロシオーンレジデンス ９階

中央区内久宝寺町４丁目３番１０号 ３・４階
中央区内本町１丁目３番１２号
中央区大手通１丁目４番１５号大東ビル
中央区大手通２丁目３番２号大手通ビル４階
中央区大手前１丁目６番５号
中央区大手前３丁目１番４３号大阪府庁新別館南館

中央区瓦町１丁目４番１号盛佳ビル５階
中央区瓦町２丁目２番９号
アパホテル＜御堂筋本町駅東＞
中央区瓦町２丁目３番６号
本町ファーストハウス
中央区瓦町４丁目３番８号ＨＡＮＡ ＢＬＤＧ２階
ＧＵＥＳＴ ＨＯＵＳＥ グローレ 東心斎橋 中央区瓦屋町１丁目１４番２０号
ＨＯＳＴＥＬ ＫＡＩＳＥＩＤＯＵＴＯＮＢＯＲＩ 中央区瓦屋町１丁目１４番２２号ラ・フォーレ瓦屋町
グランドゥース難波東
中央区瓦屋町２丁目３番１５号
ホステル みつわ屋 大阪
中央区瓦屋町２丁目５番１５号
グリーンパイン ＯＳＡＫＡ
中央区瓦屋町２丁目１０番９号
瓦屋町クリスタルホテル
中央区瓦屋町３丁目１番２１号
中央区瓦屋町３丁目７番６号アモーレ松屋町 ８０１号室８階
アモーレ松屋町 Ⅰ
中央区瓦屋町３丁目７番６号アモーレ松屋町 ９０１号室９階
アモーレ松屋町 Ⅰ
中央区瓦屋町３丁目７番６号アモーレ松屋町 ９０２号室９階
アモーレ松屋町 Ⅰ
東横ＩＮＮ大阪船場Ⅰ
中央区北久宝寺町２丁目３番６号
ビジネスイン谷町
中央区北新町２番１０号
ホテル京阪淀屋橋
中央区北浜２丁目４番６号
センターホテル大阪
中央区北浜３丁目２番１８号
Ｗｅｌｉｎａ Ｈｏｔｅｌ 本町
中央区久太郎町３丁目３番６号
中央区高津１丁目１番４４号ブランシャトー高津８階 ８０１号室
高津マンション
中央区高津１丁目１番４４号ブランシャトー高津４階 ４０１号室
高津マンション
ゲストハウス ゴルカバザール
中央区高津１丁目２番１５号生武ビル１階
谷九ゲストハウス
中央区高津１丁目２番１７号
Ｂａｃｋｓｔａｇｅ ＯｓａｋａＨｏｓｔｅｌ＆Ｂａｒ 中央区高津１丁目２番２０号
ホテル 愛麒麟
中央区高津１丁目２番２６号
ヒルズ
中央区高津１丁目４番１号
ＨＯＳＴＥＬ ｈｙａｋｕ
中央区高津２丁目１番１２号
ホテルアルデバラン
中央区高津２丁目３番６号ホテル アルデバラン
ホテル 大阪 ＫＥＩＫＯ
中央区高津２丁目３番６号
ウンヘネハウス
中央区高津２丁目３番２０号高津マンション２階
ウンヘネハウス
中央区高津２丁目３番２０号高津マンション３階
日本橋 ＬＵＸＥ ＨＯＴＥＬ
中央区高津２丁目３番２１号
ホテル日本橋
中央区高津３丁目６番２５号
ダイワロイネットホテル大阪北浜
中央区高麗橋２丁目２番１４号
中央区高麗橋２丁目５番７号三井ガーデンホテル大阪淀屋橋
三井ガーデンホテル大阪淀屋橋
ホテルユニゾ大阪淀屋橋
中央区高麗橋４丁目２番７号
愛粂
中央区石町１丁目１番７号
ＧＵＳＨ
中央区島之内１丁目５番１１号
ホステル てるてるぼうず
中央区島之内１丁目１１番３２号
中央区島之内１丁目１３番３号レバンガ東心斎橋２階
おおきに旅館 東心斎橋
ｅ−ｈｏｓｔｅｌ 心斎橋
中央区島之内１丁目１３番３２号
ＨＯＴＥＬ Ｉｔ ｓ ＯＮ 長堀橋
中央区島之内１丁目１４番１６号
ホテルエキチカ長堀橋
中央区島之内１丁目１８番８号
アークホテル大阪心斎橋
中央区島之内１丁目１９番１８号
心斎橋東クリスタルホテル
中央区島之内２丁目４番２８号
ホテルマイステイズ心斎橋イースト 中央区島之内２丁目６番４号
ホテル ベルシャトウ アネックス
中央区島之内２丁目９番１７号
ＨＯＴＥＬ ＮＡＮＩＷＡ
中央区島之内２丁目１０番１２号
ホテル いとう
中央区島之内２丁目１０番２３号
中央区島之内２丁目１１番６号島之内中央マンション１階
ウィークリー梅花
ホテルくら本
中央区島之内２丁目１１番７号ホテルくら本
ＨＯＴＥＬ ＣＲＯＳＳ ＯＶＥＲ
中央区島之内２丁目１１番２６号
ＥＸＥ東心斎橋Ⅱ
中央区島之内２丁目１２番１８号
ドーミーインＰＲＥＭＩＵＭなんば
中央区島之内２丁目１４番２３号
株式会社 大和屋本店
中央区島之内２丁目１７番４号
ホテルファインアロマ道頓堀
中央区島之内２丁目１７番５号
観光旅館 ひさや
中央区島之内２丁目１７番７号
ケリー
中央区島之内２丁目１７番１３号
アジアゲストハウス
中央区島之内２丁目１７番２７号 ３階
ホテルニューオータニ大阪
中央区城見１丁目４番１号
ホテルモントレ ラ・スール大阪
中央区城見２丁目２番２２号マルイトＯＢＰビル

ＭＯＸＹ Ｏｓａｋａ Ｈｏｎｍａｃｈｉ（モクシー大阪本町）
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営業者名
一般財団法人大阪市職員互助会
株式会社 ルネッサンス
株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント
９株式会社
株式会社ＴＧＭ
株式会社森友商事
遠藤 沙織
アパホテル 株式会社
株式会社 東横イン
・本 繁雄
株式会社リブ・マックス
警察共済組合 大阪府支部
株式会社盛佳実業
株式会社ＭＯＪホテルマネジメント
アパホテル株式会社
株式会社エントワン
株式会社 永晃
株式会社旅宿
株式会社グランドゥース
株式会社 日本レイズ
株式会社グリーンパイン
株式会社リゾートライフ
サンリッチ株式会社
サンリッチ株式会社
サンリッチ株式会社
株式会社 東横イン
株式会社 菜の花コーポレーション
株式会社ホテル京阪
株式会社 サン・トーア
株式会社Ｒｉｎｏ Ｈｏｔｅｌマネジメント
有限会社住宅情報
有限会社 住宅情報
タパ ディワカル
稲元 葉子
ミカエル ラミー
有限会社 北新興産
株式会社 ＲＥＰＡⅠＲ
アプリル株式会社
中塚紡績㈱
有限会社 慶田
ウンヘネハウス合同会社
ウンヘネハウス合同会社
株式会社ＬＵＸＥ ＣＯＭＰＡＮＹ
ｉＨｏｕｓｅ株式会社
ダイワロイヤル株式会社
株式会社 三井不動産ホテルマネジメント
ユニゾホテル株式会社
（株）愛粂
松栄株式会社
株式会社 ＬＥＯ ＬＩＦＥ
株式会社おおきにホテルズ
株式会社イーデザイン
合同会社ＲＥＭＩＸ
株式会社Ｂｕｉｌｄ−ＵＰ
株式会社アークホテル
株式会社リゾートライフ
株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント
株式会社アスリートワン
有限会社 ナニワコーポレーション
株式会社 いとう
于 灵芸
㈱くら本
株式会社 エスプロジェ
株式会社ラックバリュー
株式会社共立メンテナンス
株式会社 大和屋本店
株式会社上汐企画
平田 和則
株式会社ＲＥＰＡＩＲ
木村 澄香
株式会社ニュー・オータニ
ホテルモントレ 株式会社
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No
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432

施設名称
クロスホテル大阪
ゲストハウスＲＩＣＥ
Ｄｏｔｏｍｂｏｒｉ Ｂａｓｅ
ゲストハウス 道頓堀
ホテル マガンダ
ホテル ララ フルール
ビジネスイン千日前ホテル
サクラゲストハウス
ＺＥＮ ＬＡＢＯ
ホステル エニシアなんば
ｓｅｅ ｕ
ロア ホステル 道頓堀
レッドルーフプラス大阪難波
ホテル ピュア
かねとや
ホテル 味園
ホテル ル・ボテジュール ナンバ
ＫＡＭＯＮ ＨＯＴＥＬ ＮＡＭＢＡ
ホテル ル・ボテジェール ナンバ
Ａｓｈｒａｍ ＨｅｔｏＧｅｐ
なんばオリエンタルホテル
ホテル ベニス
福宿

施設所在地

営業者名

中央区心斎橋筋２丁目５番１５号クロスホテル大阪 クロスホテルズ株式会社

中央区千日前１丁目１番１０号スズビル千日前
中央区千日前１丁目２番９号ＳＴ千日前ビル
中央区千日前１丁目２番１１号
中央区千日前１丁目４番２２号
中央区千日前１丁目５番３号
中央区千日前１丁目５番１７号
中央区千日前１丁目６番２０号サクラゲストハウスビル １〜３

中央区千日前１丁目７番６号
中央区千日前１丁目７番１５号モコビル １・２・３階
中央区千日前１丁目７番２３号第２日盛ビル ２〜３階

中央区千日前１丁目８番２１号
中央区千日前１丁目９番７号
中央区千日前２丁目１番１１号
中央区千日前２丁目３番４号かねとビル２階
中央区千日前２丁目３番９号味園ユニバースビル
中央区千日前２丁目３番２５号
中央区千日前２丁目３番３３号
中央区千日前２丁目４番９号
中央区千日前２丁目４番１２号丸兼ビル
中央区千日前２丁目８番１７号なんばオリエンタルホテル＆ダオーレ

中央区千日前２丁目９番４号
中央区千日前２丁目９番６号リップル千日前中央ビル３階

ゲストハウスわさび大阪Ｂｅｄ ａｎｄ Ｌｉｂｒａｒｙ
ゲストハウスわさび大阪Ｂｅｄ ａｎｄ Ｌｉｂｒａｒｙ

中央区千日前２丁目９番７号千日前ビル３階
中央区千日前２丁目９番７号千日前ビル２階

サウナ＆カプセル アムザ
Ｈｏｓｔｅｌ Ｂａｓｅｐｏｉｎｔ Ｏｓａｋａ
アズガーデン日本橋
イビススタイルズ大阪
Ｙ．Ｈビルゲストハウス改築工事２階
Ｙ．Ｈビルゲストハウス改築工事３階
かねよし旅館
ホリデイ・イン大阪難波
ホテル京阪天満橋
ホテル・ザ・ルーテル
ホテルサンホワイト
東横イン 大阪谷四交差点
楓ホテル心斎橋イースト
ＴＥＲＲＡＣＥ＋ＨＯＵＳＥＴＡＮＩＭＡＣＨＩ
ＯＦ Ｈｉｇｈ ＧｒａｄｅＮｉｐｐｏｍｂａｓｈｉ
パークイン 大阪
大阪キャッスルホテル
Ｇｕｅｓｔ Ｈｏｕｓｅ ＳＵＭＩＣＣＯ
ＨＯＳＴＥＬ ＫＡＩＳＥＩＴＡＮＩＹＯＮ
スーパーホテル大阪・谷町四丁目
ホテルマイステイズ大手前
Ｗｅｌｉｎａ Ｈｏｔｅｌ 道頓堀
ホテル禅那
禅那ビジネスホテル
ゲストハウス Ｌａ Ｋｏｎｇｏ
Ｎａｎｉｗａ Ｇｕｅｓｔ Ｈｏｕｓｅ
ベリーホテルＤＯＴＯＮＢＯＲＩ
ホテル アルテン
レジデンス難波東６０１
レジデンス難波東６０２
ホテル６９
こっちむいてあかずきんちゃん
ＭＹＴＨ−ＢＳ
みゅーず
ＨＯＴＥＬ ＧＲＡＮＤ ＣＲＵ
あやみの宿
ワイズキャビン大阪難波
カプセルホテル アスティル道頓堀
ウォーターホテルＣＣ・カシュカシュ
おとぼけビーバー難波店
ホテル パピー
道頓堀ホテル
ニュージャパン観光（株）カバーナ店

中央区千日前２丁目９番１７号千日前中央ビル（アムザ１０００）７階

株式会社スズホーム
株式会社Ｅａｔ ｅｘｃｌａｍａｔｉｏｎ ｍａｒｋ
株式会社大洛商事
株式会社 ＳＨＥＲＹ
株式会社ララ・コーポレーション
吉富不動産販売株式会社
株式会社日本地所インターナショナル
株式会社カーション
エントランス・ジャパン株式会社
株式会社日盛
株式会社Ｂｕｉｌｄ‐ＵＰ
難波・ホテル・オペレーションズ株式会社
有限会社スリーフィールド
河邉 昭彦
株式会社ユニバース
株式会社ぼてぢゅうホテルズ
株式会社ＡＺＩ
株式会社ぼてぢゅうホテルズ
有限会社ヒロエンタープライズ
株式会社ホテルマネージメントジャパン
有限会社 千日
株式会社 パクエンタープライズ
株式会社平成エンタープライズ
株式会社平成エンタープライズ
北大阪振興株式会社
上田 智範
株式会社リフロス
株式会社ホテルＷマネジメント
株式会社リノベーション２１
株式会社リノベーション２１
大阪観光株式会社

中央区千日前２丁目１１番１７号
中央区宗右衛門町１番６号
中央区宗右衛門町２番１３号
中央区宗右衛門町２番２６号Ｙ．Ｈビル２階
中央区宗右衛門町２番２６号Ｙ．Ｈビル３階
中央区宗右衛門町３番１２号かねよし旅館
オーダブリュー・ホテル・オペレーションズ株式会社
中央区宗右衛門町５番１５号
中央区谷町１丁目２番１０号ホテル京阪天満橋 株式会社ホテル京阪
中央区谷町３丁目１番６号日本福音ルーテル教会大阪会館 宗教法人 日本福音ルーテル教会
中央区谷町３丁目７番６号
東ビルエンタープライズ株式会社
中央区谷町４丁目１１番１号
株式会社東横イン
中央区谷町６丁目１１番２３号
株式会社フロントライン
中央区谷町６丁目１４番２８号
株式会社モリケン
中央区谷町９丁目２番１０号プリモパッソ７階
合同会社 ＯＦＦＩＣＥ ＦＯＲＴＵＮＥ
中央区谷町９丁目２番２３号谷九城福ビル５階 株式会社スタッフ・クリエイト
中央区天満橋京町１番１号京阪ビルディング
株式会社 オオサカキャッスル
中央区東平２丁目５番６号プロスピリティ谷九駅前ビル５階 李 龍河
中央区常盤町１丁目４番１３号
株式会社旅宿
中央区常盤町２丁目２番２９号スーパーホテル大阪・谷町四丁目 株式会社 スーパーホテル
中央区徳井町１丁目３番２号ウィークリーマンション大手前ホテル 株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント
中央区道頓堀１丁目東７−８
株式会社Ｒｉｎｏ Ｈｏｔｅｌマネジメント
中央区道頓堀１丁目東５番１１号
㈱禅那
中央区道頓堀１丁目東５番１１号
田中 千壽子
中央区道頓堀１丁目東５番１１号
株式会社オイワークス
中央区道頓堀１丁目東５番１９号日昇ビル３〜４階 株式会社日盛
中央区道頓堀１丁目東６番６号１階〜５階
株式会社 デイグラン
中央区道頓堀１丁目東６番１４号
株式会社 永起
中央区道頓堀１丁目東６番２４号
渡辺 友宏
中央区道頓堀１丁目東６番２４号
渡辺 友宏
中央区道頓堀１丁目東７番３号
南川商事 株式会社
中央区道頓堀１丁目東７番７号
有限会社満月
中央区道頓堀１丁目東７番１６号
ベルシャトウ株式会社
中央区道頓堀１丁目東７番２１号
有限会社スリ−エイト
中央区道頓堀１丁目東７番２６号
志賀繊維 株式会社
中央区道頓堀２丁目２番８号
豊臣商事株式会社
中央区道頓堀２丁目２番９号
長谷川ホテル＆リゾート株式会社
中央区道頓堀２丁目２番２０号道頓堀リッツビル ３〜７階 株式会社メビウス
中央区道頓堀２丁目３番１３号
国際企業株式会社
中央区道頓堀２丁目３番１６号
成和サービス 株式会社
中央区道頓堀２丁目３番１８号
株式会社 パピー
中央区道頓堀２丁目３番２５号王宮ビル
株式会社王宮
中央区道頓堀２丁目３番２８号ニュージャパン観光ビル１階 ニュージャパン観光 株式会社
ニュージャパン観光（株）３Ｆ レディス店 中央区道頓堀２丁目３番２８号ニュージャパン観光ビル３階 ニュージャパン観光株式会社
ホテル パンピローナ
中央区道頓堀２丁目４番１１号
有限会社 パンピローナ
ＨＯＴＥＬ ＢＡＩＬ
中央区道頓堀２丁目４番１１号
国際管財株式会社
ホテル ８８
中央区道頓堀２丁目５番４号
株式会社ナニワジャパン
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旅館業許可施設一覧(平成30年３月31日現在)

No
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504

施設名称
ホテル ８８ アネックス
ホテル コンチネント ヴィジュー

施設所在地
中央区道頓堀２丁目５番８号
中央区道頓堀２丁目５番１５号
ホテルバリアンリゾートなんば道頓堀店 中央区道頓堀２丁目５番１５号
ホテル ２４
中央区道頓堀２丁目５番１７号ホテル２４
ホテル ２４
中央区道頓堀２丁目５番１７号
ＨＯＴＥＬ ｄｒｅｓｓ
中央区道頓堀２丁目５番１８号
ホテルユーズ難波
中央区難波２丁目３番１４号
ホテル ユーズ難波アネックス
中央区難波２丁目３番１８号
ホテル ラブラドール
中央区難波２丁目３番２７号
ホテル．ブラン ドゥ ブラン
中央区難波２丁目４番１８号
ホテル サラ・デル・レイ
中央区難波２丁目４番１９号
ビジネスホテル 温石
中央区難波２丁目４番２２号
ホテル リッチーリッチー
中央区難波２丁目５番１号
ホテル コルドンブルー
中央区難波２丁目５番５号
ニュー セ・ビアン
中央区難波２丁目５番１０号
ホテル ニューセビアン
中央区難波２丁目５番１０号
ホテル湊町ラフォーレ
中央区難波２丁目５番１０号
ホテル ハイパー
中央区難波３丁目１番２３号ホテル ハイパー
Ｈｏｓｔｅｌ Ｎａｍｂａ 〜匠〜
中央区難波３丁目１番２３号日昴難波ビル２階
御堂筋ホテル
中央区難波３丁目７番２０号御堂筋ホテル
ファーストキャビン御堂筋 難波店 中央区難波４丁目２番１号
ＨＯＴＥＬ ＡＬＥＸＡＮＤＥＲＮＡＭＢＡ 中央区難波４丁目６番１４号
アティック ０４７５−３Ｆ
中央区難波４丁目７番５号３階
アティック ０４７５−４Ｆ
中央区難波４丁目７番５号４階
アティック ０４７５−５Ｆ
中央区難波４丁目７番５号５階
スイスホテル南海大阪
中央区難波５丁目１番６０号
ホテル ミルキィ ウェイ
中央区難波千日前１番１４号
ホテル ボヌール
中央区難波千日前１番１４号
ホテル ボヌール
中央区難波千日前１番１４号
ホテル セラヴィ
中央区難波千日前１番１４号
ホテル セラヴィⅡ
中央区難波千日前１番１５号
ナンバプラザホテル
中央区難波千日前１番２０号
ナンバプラザホテル 別館
中央区難波千日前１番２０号
ホテル アルプス
中央区難波千日前２番２５号
ＳＴＡＹ ＯＳＡＫＡ
中央区難波千日前４番５号あすか旬菜館
アパホテル＜なんば駅東＞
中央区難波千日前４番２９号
中央区難波千日前４番３１号ビジネスホテルニッセイ
ビジネスホテル ニッセイ
サウス イン いけのや
中央区難波千日前７番２０号
アルサン ベール
中央区難波千日前７番２２号
ＨＯＴＥＬ Ｋ．Ｔ
中央区日本橋１丁目１番３号
ホテルサンルート大阪なんば
中央区日本橋１丁目１番１３号
ホテルＪＵＮ
中央区日本橋１丁目４番１号
ホテル じゅん
中央区日本橋１丁目４番１号
御宿 野乃なんば
中央区日本橋１丁目４番１８号
ホテル ファイブ
中央区日本橋１丁目５番３号
中央区日本橋１丁目５番１０号プレリー日本橋ビル４階
福宿−ＦＵＫＵ ＨＯＳＴＥＬ−和
おおきにホテルズ日本橋アパートメント 中央区日本橋１丁目５番１５号ＲＥＢＡＮＧＡ日本橋９階

リスボン
ホテル ロンドン
ホテル ロンドン
ＪＯＹＢＯＸ
ビジネスホテル 日本橋
ＴＲＩＢＥ ＨＯＴＥＬ
リトルチャペルクリスマス
ホテルエルロード
黒門クリスタルホテル
１．２．３ ゲストハウス
スーパーホテルなんば・日本橋
ＪＡＫＯＴＥＬ
ＪＡＫＯＴＥＬ
ｉｚｕｍｉ ｈｏｕｓｅ
御宿・洛月
御宿・洛月別館
Ｇｒｏｕｐ ＳＴＡＹ ＣＬＡＳＳＥ
レッドルーフイン＆スイーツ 大阪難波・日本橋

Ｓｈｅｌｌ Ｎｅｌｌ ｎａｍｂａ
ＨＯＴＥＬ ‐ＡＳＩＡＴＯ‐
一松庵
白松庵
Ｃｏｃｏ Ｈｏｓｔｅｌ
ＰＯＬＹ ＨＯＳＴＥＬ ＮＡＭＢＡ
ウィークリー翔ホテルなんば

中央区日本橋１丁目５番２２号
中央区日本橋１丁目８番１号
中央区日本橋１丁目８番１号
中央区日本橋１丁目８番３号
中央区日本橋１丁目８番１２号ビジネスホテル 日本橋

中央区日本橋１丁目８番１６号 第２真幸ビル ７階

中央区日本橋１丁目９番１８号
中央区日本橋１丁目１１番１１号
中央区日本橋１丁目１３番９号
中央区日本橋１丁目１８番１４号芝ビル３階
中央区日本橋１丁目２０番５号スーパーホテルなんば・日本橋

中央区日本橋１丁目２４番１３号
中央区日本橋１丁目２４番１３号
中央区日本橋２丁目１番３０号１階
中央区日本橋２丁目４番１０号ＵＫビル３階
中央区日本橋２丁目４番１０号ＵＫビル４階
中央区日本橋２丁目６番１６号
中央区日本橋２丁目７番９号
中央区日本橋２丁目９番１６号日本橋センタービル１階

中央区日本橋２丁目１０番２号
中央区日本橋２丁目１０番６号
中央区日本橋２丁目１３番１５号
中央区日本橋２丁目１５番２７号岸本ビル
中央区日本橋２丁目１６番１２号
中央区日本橋２丁目１７番６号
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営業者名
株式会社ナニワジャパン
株式会社 コンチネント・ヴィジュー
株式会社サンザ
株式会社 末次
株式会社 ホテル２４
有限会社 パル企画
株式会社カーン
株式会社カーン
萬栄株式会社
株式会社 ＢＢジャパン
有限会社 サラ・デル・レイ
株式会社 メビウス・ライフ難波
萬野トレーディング有限会社
コルドン株式会社
株式会社東鳩
成和不動産株式会社
湊町ラフォーレ株式会社
株式会社 ブルーベリー
土屋 卓見
株式会社ぼてぢゅうホテルズ
光明興業株式会社
株式会社ＡＬＥＸＡＮＤＥＲ＆ＳＵＮ
光栄商事株式会社
光栄商事株式会社
光栄商事株式会社
スイスホテル大阪南海株式会社
有限会社 美樹商事
有限会社 ボヌール
有限会社 サンミート
ビッグ観光株式会社
ビッグ観光株式会社
ナンバプラザホテル㈱
ナンバプラザホテル㈱
株式会社ブルーベリー
株式会社ソーシャルアセット
アパホテル株式会社
ＮＩＳＳＡＹ株式会社
株式会社 池島
㈱池のや
有限会社 慶田
株式会社相鉄ホテルマネジメント
㈱モンシェリ
平山 一久
株式会社 共立メンテナンス
テイエス商事株式会社
株式会社パクエンタープライズ
株式会社おおきにホテルズ
有限会社 コスモエステート
有限会社 グアム
株式会社 ロンドン日本橋
有限会社ＪＯＹＢＯＸ
株式会社 マックス
株式会社ＢｕｉｌｄｉｎｇＦａｃｅ
株式会社 日本橋クリスマス
株式会社 ニュー南友
株式会社リゾートライフ
株式会社志関倖
株式会社 スーパーホテル
株式会社 ＳＨ商事
松井 和樹
株式会社ＫＪ ＰＡＲＴＮＥＲＳ
株式会社大洛商事
株式会社大洛商事
松村 泰宏
日本橋・ホテル・オペレーションズ株式会社
株式会社ホワイト・ベアーファミリー
株式会社エン・トランス
沖居 功一
沖居 功一
Ｗｏｒｌｄ Ｌｉｎｋ合同会社
ＰＯＬＹ 株式会社
株式会社 希望社

旅館業許可施設一覧(平成30年３月31日現在)

No
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576

施設名称
ゲストハウス 縁 日本橋
ゲストハウス 櫻 日本橋
ホテル日航大阪
ハートンホテル心斎橋 別館
ハートンホテル心斎橋
ビジネスホテル 白木屋
Ｏｓａｋａ Ｈａｎａ Ｈｏｓｔｅｌ大阪花宿
Ｊ ＨＯＴＥＬ Ｓｈｉｎｓａｉｂａｓｈｉ
ホテルマイステイズ心斎橋
ホテルユニゾ大阪心斎橋
ヴィアイン心斎橋
ＴＨＥ ＢＲＩＤＧＥ ＨＯＴＥＬ
ニューオーサカホテル心斎橋
西鉄イン心斎橋
ＧＵＥＳＴ ＨＯＵＳＥ Ｂ ｓ Ｆｉｖｅ
ＧＵＥＳＴ ＨＯＵＳＥ Ｂ ｓ Ｆｉｖｅ Ⅱ
ビジネスホテル六本木
ホテル ローズリップス
Ｈｏｓｔｅｌ Ｑ
アパホテル＜なんば心斎橋＞
ホテルバリアンリゾートなんば心斎橋店

グランドサウナ心斎橋
大阪帝国ホテル
大阪帝国ホテル
Ｂ＆Ｓエコキューブ心斎橋
ニューカプセルホテル アルデバラン
ホテル カサブランカ
ホテル アメリカ 心斎橋
ｋａｒａｋｓａ ｈｏｔｅｌＯｓａｋａ Ｎａｍｂａ
アローホテル
カプセルホテル朝日プラザ心斎橋
ＨＯＴＥＬ ＦＯＲ ＹＯＵ
おとぼけビーバーアメリカ村店
Ｈｏｔｅｌ Ｃ−Ｇｒａｎ
オールウェイズステイ道頓堀
オールウェイズステイ道頓堀
朝日プラザホテルアミニティー心斎橋
ドーミーイン心斎橋
ＴＨＥ ＷＡＬＬ ＨＯＴＥＬ
ホテルライオンズロック
ライオンズロック
鶴澤
アパヴィラホテル〈大阪谷町四丁目駅前〉

東横ＩＮＮ大阪船場東
ｋａｒａｋｓａ ｈｏｔｅｌ ＯｓａｋａＳｈｉｎｓａｉｂａｓｈｉ Ⅰ

Ｇｕｅｓｔ Ｈｏｕｓｅ
船場ホステル
チサンイン大阪ほんまち
ＨＯＴＥＬ ＣａｒｇｏＳｈｉｎｓａｉｂａｓｈｉ
ミドーエルファンビル ８Ｆ
ミドーエルファンビル ９Ｆ
ＫＫＲ ＨＯＴＥＬ ＯＳＡＫＡ
ＳＡＲＡＳＡＨＯＴＥＬ 心斎橋
ベストウェスタンホテルフィーノ大阪心斎橋

ホワイトホステル心斎橋
ＨＯＴＥＬ Ｔ ＰＯＩＮＴ（ティーポイント）
ＨＯＴＥＬ ＴＨＥ Ｇｒａｎｄｅｅ
おおきに心斎橋千年町アパートメント
クインテッサホテル大阪心斎橋
カプセルホテル サンプレイン長堀
ザ・ドーム ホステル オオサカ
コンフォートホテル大阪心斎橋
ＨＯＴＥＬ ＫＡＮＡＤＥ 東心斎橋店
ＨＯＴＥＬ ＫＡＮＡＤＥ大阪心斎橋
ホテルコード心斎橋
ブーゲンビリア・イン・心斎橋
いろはホステル なんば心斎橋
ホテルザフラッグ心斎橋
大阪富士屋ホテル
カンデオホテルズ大阪なんば
心斎橋グランドホテル大阪
イドコロ

施設所在地
中央区日本橋２丁目１８番１号
中央区日本橋２丁目１８番１号

営業者名
株式会社 ハングアウト
株式会社クレセール
中央区西心斎橋１丁目３番３号オーエムホテル日航ビル 株式会社ホテル日航大阪
中央区西心斎橋１丁目４番１３号
関西観光開発 株式会社
中央区西心斎橋１丁目５番２４号ハートンホテル心斎橋 関西観光開発株式会社
中央区西心斎橋１丁目８番４号
株式会社白木屋
中央区西心斎橋１丁目８番４号
有限会社ジェイホッパーズ
Ｏｒｉｅｎｔａｌ Ｐａｃｉｆｉｃ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｔｒａｄｉｎｇ Ｃｏｍｐａｎｙ株式会社
中央区西心斎橋１丁目８番５号
株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント
中央区西心斎橋１丁目９番３０号
中央区西心斎橋１丁目１０番１０号
ユニゾホテル株式会社
株式会社ジェイアール西日本デイリーサービスネット
中央区西心斎橋１丁目１０番１５号
中央区西心斎橋１丁目１０番２４号
株式会社ウェルカム・ジャパン
中央区西心斎橋１丁目１０番３６号ニューオーサカホテル心斎橋 ㈱ニューオーサカホテルエンタープライズ
中央区西心斎橋１丁目１５番１２号
株式会社 西鉄ホテルズ
中央区西心斎橋２丁目６番２号大黒橋ビル６階 株式会社 Ｂ ｓ Ｆｉｖｅ
中央区西心斎橋２丁目６番２号 大黒橋ビル２Ｆ 株式会社好寿堂
中央区西心斎橋２丁目６番３号ビジネスホテル六本木 株式会社 協和クリエート
中央区西心斎橋２丁目６番３号
有限会社 アイアン
中央区西心斎橋２丁目６番９号
宮本 敦史
中央区西心斎橋２丁目７番１２号
アパホテル株式会社
中央区西心斎橋２丁目７番３２号
株式会社サンザ
中央区西心斎橋２丁目８番１２号グランドサウナ心斎橋 株式会社 グランドサウナ
中央区西心斎橋２丁目８番１７号大阪帝国ホテル 有限会社 サライ
中央区西心斎橋２丁目８番１７号大阪帝国ホテル 株式会社東横土地建物
中央区西心斎橋２丁目９番４号
株式会社メープルホテル＆リゾート
中央区西心斎橋２丁目９番５号カプセルホテルアルデバラン 中塚紡績株式会社
中央区西心斎橋２丁目９番１０号
有限会社田中管財
中央区西心斎橋２丁目９番１０号
大成アクト株式会社
中央区西心斎橋２丁目９番１３号
株式会社からくさホテルズ関西
中央区西心斎橋２丁目９番３２号アローホテル 株式会社 協和クリエート
中央区西心斎橋２丁目１２番２２号朝日プラザ心斎橋 株式会社 アクティブトラスト
中央区西心斎橋２丁目１６番４号
株式会社 ＦＯＲ ＹＯＵ
中央区西心斎橋２丁目１６番５号
成和サービス 株式会社
中央区西心斎橋２丁目１６番５号
有限会社ブルー・ボックス
中央区西心斎橋２丁目１６番１１号キャピトル心斎橋２階 有限会社フェニックス
中央区西心斎橋２丁目１６番１１号キャピトル心斎橋３階 有限会社 フェニックス
中央区西心斎橋２丁目１７番３号アーク心斎橋ウエスト ㈱朝日住建
中央区西心斎橋２丁目１７番３号
株式会社 共立メンテナンス
中央区西心斎橋２丁目１７番９号
株式会社リゾートライフ
中央区西心斎橋２丁目１８番１０号ホテルライオンズロック 株式会社 ライオンズロック
中央区西心斎橋２丁目１８番１０号ホテルライオンズロック エリアワンエンタープライズ 株式会社
中央区西心斎橋２丁目１８番１２号
坪井 幸子
中央区農人橋１丁目１番２７号
アパホテル株式会社
中央区農人橋２丁目４番２９号東横イン大阪谷町四丁目 株式会社 東横イン
中央区博労町１丁目６番９号
株式会社からくさホテルズ関西
中央区博労町１丁目７番１号２階
安達 愛
中央区博労町１丁目８番２号フクモトビル １〜２階 福本 祐樹
中央区博労町２丁目３番８号
株式会社ＳＨＲホテルズ
中央区博労町２丁目６番３号
株式会社 ＣＡＲＧＯ
中央区博労町４丁目３番１２号ミドーエルファンビル８階 株式会社Ｗ−ｎｅｔ
中央区博労町４丁目３番１２号ミドーエルファンビル９階 ワウ不動産株式会社
中央区馬場町２番２４号ＫＫＲホテル大阪
国家公務員共済組合連合会
中央区東心斎橋１丁目１番３号
株式会社更紗ホテルズ
中央区東心斎橋１丁目２番１９号
合同会社ＴＳＭ１０７
中央区東心斎橋１丁目６番２０号東心斎橋ビル１〜３階 株式会社 阪神住建
中央区東心斎橋１丁目６番２８号
有限会社サウス・ハート・エンタープライズ
中央区東心斎橋１丁目６番２８号
有限会社ブルー・ボックス
中央区東心斎橋１丁目８番５号エベンエゼル ４階 株式会社おおきにホテルズ
中央区東心斎橋１丁目８番２１号
コアグローバルマネジメント株式会社
中央区東心斎橋１丁目１０番３号
サンプレ 株式会社
中央区東心斎橋１丁目１２番２０号心斎橋ダイワビル３階 大和興業株式会社
中央区東心斎橋１丁目１５番１５号ファルコン心斎橋ビル 株式会社 グリーンズ
中央区東心斎橋１丁目１６番５号
ピース観光株式会社
中央区東心斎橋１丁目１６番５号
ビッグ総合開発株式会社
中央区東心斎橋１丁目１６番３０号
株式会社阪神住建
中央区東心斎橋１丁目１８番１１号リバティ心斎橋ビル３階 株式会社 ライフエール
中央区東心斎橋１丁目１８番１１号リバティ心斎橋３階 株式会社オックスコンサルティング
中央区東心斎橋１丁目１８番３０号
ホテルザフラッグ株式会社
中央区東心斎橋２丁目２番２号大阪富士屋ホテル 国際興業管理株式会社
株式会社カンデオ・ホスピタリティ・マネジメント
中央区東心斎橋２丁目２番５号
中央区東心斎橋２丁目４番４号
株式会社グランド
中央区平野町１丁目３番２号
株式会社ＹＡＤＯ
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No
施設名称
577 ホテルＷＢＦ北浜
578 ホテルＷＢＦ淀屋橋南
579 東横イン淀屋橋駅南
580 ホテルブライトンシティ大阪北浜
581 スリーパーズ
582 スリーパーズ
583 スリーパーズ
584 アパヴィラホテル〈淀屋橋〉
585 タマキャビン大阪本町
586 ホテルマイステイズ御堂筋本町
587 セント レジス ホテル 大阪
588 アパホテル〈御堂筋本町駅前〉
589 シティプラザ 大阪
590 ＯＮＥ ＷＯＲＬＤ ＯＳＡＫＡＣＥＮＴＲＡＬ
591 東横ＩＮＮ大阪船場Ⅱ
592 四季居
593 ＢＥＥＨＩＶＥ ＨＯＳＴＥＬ ＯＳＡＫＡ
594 ＰＲＩＭＥ ＩＮＮ
595 ネストホテル大阪心斎橋
596 Ｒａｋｕｔｅｎ Ｓｔａｙ ＨＯＳＴＥＬ
597 南船場クリスタルホテル
598 スマイルホテルプレミアム大阪本町
599 南船場クリスタルプラザ
600 ホテルＷＢＦ心斎橋
601 ベッセルイン心斎橋
602 ハートンホテル南船場
603 ホテルオリエンタルエクスプレス大阪心斎橋
604 ホテル トラスティ心斎橋
605 ヴィラ フォンテーヌ 心斎橋
606 ａ ＳＴＹＬＥ 心斎橋
607 くれたけイン大阪堺筋本町
608 ＴＥＲＲＡＣＥ＋ＨＯＵＳＥＭＯＲＩＮＯＭＩＹＡ
609 ゲストハウス 森造
610 ＣｈａｒｉｎＣｏ ＨＯＳＴＥＬＯＳＡＫＡ
611 ＡＴＴＡ 谷六
612 ロックスターホテル
613 Ｒｏｏｔｓ Ｈｏｓｔｅｌ
614 ホテル・アンドルームス大阪本町
615 シティルートホテル
616 ＨＯＴＥＬ四季靭公園
617 ホテルサンライフ
618 ホテルオクウチ オオサカ
619 ホテルコルディア大阪
620 リーガ中之島イン
621 アークホステル
622 三井住友銀行会館
623 ス−パ−ホテル梅田・肥後橋
624 ファミリーイン・フィフティーズ江戸堀（大阪）
625 湯元「花乃井」スーパーホテル大阪天然温泉
626 梅田南ＵＴＳＵＢＯ ＰＡＲＫ ＳＩＤＥ
627 ＫＡＭＯＮ ＨＯＳＴＥＬ
628 東横ＩＮＮ大阪心斎橋西
629 Ｔｒａｖｅｌｌｅｒｓ Ｈｏｕｓｅ Ｏｓａｋａ
630 ＧＵＡＲＤ
631 やまぐち
632 ホテル トロピカル
633 ゲストハウス Ｋ２
634 吉徳
635 ０４ ｖｉｌｌａｇｅ 九条
636 ヴィアイン心斎橋長堀通
637 ハートンホテル心斎橋長堀通
638 ダイワロイネットホテル四ツ橋
639 Ｒｅｌａｓｔａｙ
640 ホステル ロクヨン オオサカ
641 ＨＯＴＥＬ ＬｉＶＥＭＡＸ 大阪ドーム前
642 アパホテル大阪肥後橋駅前
643 スーパーホテルＬｏｈａｓ地下鉄四つ橋線・本町２４号口
644 ＴＨＥ ＲＯＯＭＳ ＯＳＡＫＡ（ザ ルームズ オオサカ）
645 ＴＨＥ ＲＯＯＭＳ ＯＳＡＫＡ（ザ ルームズ オオサカ）
646 ホテルルートイン大阪本町
647 ニューオリエンタルホテル
648 ホテルアイアンプレミアム

施設所在地
中央区平野町１丁目６番６号
中央区平野町３丁目１番６号
中央区平野町３丁目４番６号東横イン淀屋橋駅南
中央区伏見町１丁目１番６号
中央区伏見町２丁目２番６号平安堂ビル２階
中央区伏見町２丁目２番６号平安堂ビル３階
中央区伏見町２丁目２番６号平安堂ビル４階
中央区伏見町３丁目１番９号
中央区本町２丁目６番５号
中央区本町３丁目２番１０号
中央区本町３丁目６番１２号本町ガーデンシティ
中央区本町４丁目５番１２号
中央区本町橋２番３１号
中央区南久宝寺町１丁目５番１４号
中央区南久宝寺町２丁目５番１４号
中央区南久宝寺町３丁目１番１６号
中央区南船場１丁目８番１７号

営業者名
株式会社 ホワイト・ベアーファミリー
株式会社ＷＢＦホテルオペレーションズ大阪

株式会社 東横イン
株式会社 ブライトンコーポレーション
株式会社スリーパーズ
株式会社スリーパーズ
株式会社スリーパーズ
アパホテル 株式会社
タマホテルズ株式会社
株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント
大阪セント・レジス・ホテル株式会社
アパホテル 株式会社
大阪府市町村職員共済組合
株式会社グローバルコネクション
株式会社東横イン
黄村 明弘
中江 孝史
中央区南船場１丁目１３番２１号オクダビル ３階〜７階 株式会社水和グループ
中央区南船場２丁目４番１０号
ネストホテルジャパン株式会社
中央区南船場２丁目６番１６号
ＳＰＡＣＥＳＨＩＰ合同会社
中央区南船場２丁目７番２８号
株式会社リゾートライフ
中央区南船場２丁目８番６号
株式会社ホスピタリティオペレーションズ
中央区南船場２丁目８番１１号
株式会社ライフサービス
株式会社ＷＢＦホテルオペレーションズ大阪
中央区南船場２丁目９番１５号
中央区南船場２丁目１２番１１号
株式会社ベッセルホテル開発
中央区南船場２丁目１２番２２号新サテライトビル ハートンホテル南船場 関西観光開発株式会社
中央区南船場３丁目２番１３号
株式会社ホテルオリエンタルエクスプレス
中央区南船場３丁目３番１７号
リゾートトラスト 株式会社
中央区南船場３丁目５番２４号
住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式会社
中央区南船場４丁目１２番１０号ＡＣＮ心斎橋ビル ７・８・９階 株式会社エーシーエヌ
中央区南本町２丁目２番１５号
株式会社呉竹荘
中央区森ノ宮中央１丁目２１番９号
株式会社 モリケン
中央区森ノ宮中央２丁目１２番１２号
服部 鮎美
中央区鎗屋町２丁目２番９号アストリア鎗屋町 株式会社 安富
中央区龍造寺町５番７号２階〜３階
ジェイ・トゥ・エフ株式会社
イー・ピー・オーキャピタルインベストメント株式会社
西区阿波座１丁目４番１１号
西区立売堀１丁目９番１１号
ルーツインターナショナル株式会社
西区靭本町１丁目７番７号ホテル・アンドルームス大阪本町 大阪ホテルマネージメント合同会社
西区靭本町２丁目３番６号シティルートホテル 東ビルエンタープライズ株式会社
西区靱本町３丁目２番１号
株式会社ダイワソシオ・カンパニー
西区靭本町３丁目３番６号
株式会社ホテル・サン ライフ
西区靭本町３丁目８番８号第３奥内ビル１階〜１０階 有限会社近畿不動産
西区江戸堀１丁目３番２５号ホテルコルディア大阪 株式会社ワキタ
西区江戸堀１丁目１３番１０号住友成泉ビル
株式会社 リーガ中之島イン
西区江戸堀１丁目１５番１１号
株式会社クピード
西区江戸堀１丁目１８番３０号三井住友銀行会館 ２・５階 ライジング厚生サービス株式会社
西区江戸堀１丁目２０番１号
（株）スーパーホテル
西区江戸堀２丁目６番１８号
株式会社 フィフティーズ
西区江戸堀３丁目６番３５号
株式会社 スーパーホテル
西区京町堀１丁目７番１２号京町堀パートナーズビル２階 赤尾 国洋
西区京町堀１丁目１０番２０号
株式会社 ＡＺＩ
西区北堀江１丁目９番２２号
株式会社 東横イン
西区北堀江１丁目１２番９号パークコート ７０５号 髙村 真由美
西区北堀江２丁目６番１２号ＫＢ北堀江２階
株式会社エムズプロパティ
西区北堀江２丁目１６番８号
山口 金子
西区九条１丁目５番９号
株式会社 メイキ
西区九条南２丁目７番１６号
株式会社ＥＣＳ
西区九条南２丁目１６番６号２階
陳 云飛
西区九条南２丁目２０番１８号
株式会社クレビオス
株式会社ジェイアール西日本デイリーサービスネット
西区新町１丁目４番１２号
西区新町１丁目５番１１号
関西観光開発株式会社
西区新町１丁目１０番１２号
ダイワロイヤル株式会社
西区新町２丁目１２番１４号
株式会社ＴＡＴＳＵＭＩ
西区新町３丁目１１番２０号
株式会社 アートアンドクラフト
西区千代崎２丁目１９番２号
株式会社リブ・マックス
西区土佐堀１丁目２番１号
アパホテル株式会社
西区西本町１丁目５番１０号
株式会社スーパーホテル
西区西本町２丁目１番２７号
株式会社ハマン・アドバイザーズ
西区西本町２丁目１番２７号
株式会社Ｐｒｏｉｎｔ
西区西本町２丁目６番６号マルゼンビル（ホテルルートイン大阪本町） ルートインジャパン株式会社
西区西本町２丁目６番１０号
株式会社ニューオリエンタルホテル
西区本田１丁目２番１９号
株式会社 アワザアイアン
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旅館業許可施設一覧(平成30年３月31日現在)

No
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720

施設名称
ホテルシャロン
ホテル スウィートメモリー九条
ＨＯＴＥＬ ＳＨＥ，ＯＳＡＫＡ
ＴＥＲＲＡＣＥ＋ＨＯＵＳＥ弁天町
ＴＥＲＲＡＣＥ＋ＨＯＵＳＥ弁天町
ＴＥＲＲＡＣＥ＋ＨＯＵＳＥ弁天町
ホテルシーガルてんぽーざん大阪
海岸通ハウス
松の家
美津屋旅館
ポートハウス
やどまる
旅館 冨久家
株式会社 大阪港励明園
ＧＵＥＳＴ ＨＯＵＳＥ Ｒｉｃｅ 築港
アートホテル大阪ベイタワー
ＯＴＲ Ｐａｒｋ Ｖｉｅｗ 弁天町
旅館つた家第２（つた家ビル）
つた家
旅館 別府荘
ゲストハウス三軒家西
月の家 旅館
ＨＯＳＴＥＬ ＮＡＧＡＹＡＤＯ ＯＳＡＫＡ
ＨＯＳＴＥＬ ＡＩ
ゲストハウス ドーム
ＡＺＡＬＥＡ（アゼイリア）

施設所在地
西区本田２丁目７番１号
西区本田２丁目８番１８号
港区市岡１丁目２番５号
港区市岡３丁目１１番１３号安川ビル１階
港区市岡３丁目１１番１３号安川ビル ２０１号室
港区市岡３丁目１１番１３号安川ビル ２０２号室
港区海岸通１丁目５番１５号
港区海岸通２丁目７番２３号
港区港晴１丁目８番１６号
港区港晴３丁目２番８号
港区築港１丁目１４番２７号
港区築港２丁目１番１１号ｋ−ｓｔｙｌｅ 大阪港ビル１階

港区築港４丁目１番１８号４階
港区築港４丁目２番１０号
港区築港４丁目９番１１号
港区弁天１丁目２番１号
港区弁天４丁目４番１８号
港区弁天６丁目５番７号
港区弁天６丁目５番１２号
港区夕凪２丁目３番２５号
大正区三軒家西１丁目９番９号
大正区三軒家西１丁目９番３８号
大正区三軒家西２丁目２番１５号
大正区三軒家西２丁目１４番２４号
大正区三軒家西２丁目１４番２７号
大正区三軒家西２丁目１４番２８号
ＨＯＴＥＬ ＳＯＢＩＡＬホテルソビアル大阪ドーム前 大正区三軒家東１丁目１７番２９号
キャリア
大正区三軒家東２丁目２番１８号キャリア４階
大正区三軒家東２丁目２番１８号キャリアビル３階
キャリア
旅バル＆ホステル ＭＯＮＤＯ
大正区三軒家東４丁目１６番１３号
ビジネスホテル恩加島
大正区平尾５丁目１６番４号
ビジネスホテル船町
大正区南恩加島４丁目５番１５号
ビジネスホテル香山 新館
大正区南恩加島６丁目６番８号
ＭＹＴＨ−Ｓｅｌｅｎｅ
天王寺区生玉町１番１４号
ＭＹＴＨ−Ｌｕｎａ
天王寺区生玉町１番１９号
上本町プラザホテル
天王寺区生玉町２番１４号
ホテル アリー
天王寺区生玉町２番２８号
ホテルアヴィックス
天王寺区生玉町２番３０号
ホテル ワンラブ
天王寺区生玉町２番３０号
シティ エンジェル
天王寺区生玉町２番３１号
ＬＯＶＥ
天王寺区生玉町５番１４号
ＨＯＴＥＬ Ｌ ＨＯＴＥＬ （ホテルロテル） 天王寺区生玉町５番３２号
ホテル コスモ（ＨＯＴＥＬ ＣＯＳＭＯ） 天王寺区生玉町６番３号
ＭＹＴＨ−Ｌｅｉ
天王寺区生玉町７番１号
ホテル ロイヤル
天王寺区生玉町７番１８号
ホテル ザ ジー
天王寺区生玉町７番１８号
ホテル ブロッコリー
天王寺区生玉町７番２２号
ＤＡＶＩＳ
天王寺区生玉町８番３号
ホテル ガイア・ディアーナ
天王寺区生玉町８番６号
谷町 ＬＵＸＥ ＨＯＴＥＬ
天王寺区生玉町８番８号
ホテル アトランティス
天王寺区生玉町９番６号
ホテル べんきょう部屋
天王寺区生玉町９番１７号
ＨＯＴＥＬ ＺＥＮ（ホテル ゼン）
天王寺区生玉寺町５番３９号
ホテルディアナ
天王寺区生玉寺町５番３９号
和風旅館上本町
天王寺区石ケ辻町１８番２２号
公立学校共済組合ホテルアウィーナ大阪 天王寺区石ケ辻町１９番１２号ホテルアウィーナ大阪

ＹＡＤＯＫＡＲＩ ＮＡＭＢＡＨＯＳＴＥＬ
ＨＯＴＥＬ ＧＲＥＥＮ
ホテルＧＲＥＥＮ
ＨＯＴＥＬ ＧＲＥＥＮ
ホテルバーゼル
ホテル・ザ・ライブアーテックス
ＨＯＴＥＬ ＳＡＫＵＲＡ
ホテル パブリックジャム
ＨОＴＥＬ ＣｏＣｏＤｅ＋
ホテル キャンディーホール
ホテル パープルアイ
ホテル ヒルズ１
シェラトン都ホテル大阪
株式会社 出雲屋
ダイワロイネットホテル大阪上本町
大阪国際交流センターホテル

天王寺区上汐３丁目１番３号
天王寺区上汐３丁目１番４号
天王寺区上汐３丁目１番４号１階
天王寺区上汐３丁目１番１８号
天王寺区上汐３丁目２番１１号
天王寺区上汐３丁目２番１６号
天王寺区上汐３丁目８番２５号ＫＩＴＡＯＫＡ ＢＬＤ
天王寺区上本町５丁目５番１２号
天王寺区上本町５丁目５番１３号
天王寺区上本町５丁目５番１５号
天王寺区上本町５丁目６番１３号
天王寺区上本町５丁目７番６号
天王寺区上本町６丁目１番５５号シェラトン都ホテル大阪

天王寺区上本町６丁目２番１２号
天王寺区上本町６丁目７番５号
天王寺区上本町８丁目２番６号
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営業者名
甲南企業 株式会社
株式会社 シーダー
株式会社 Ｌ＆Ｇグローバルビジネス
株式会社モリケン
土井 秀信
土井 秀信
株式会社 河野総合経営システム
住倉建物サービス株式会社
細谷 育子
大坪 紘子
有限会社 住宅情報
森 帯我
株式会社 冨久家
株式会社 大阪港励明園
株式会社スズホーム
株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント
Ｏｃｅａｎ Ｐａｒｔｎｅｒｓ株式会社
川清商事株式会社
川清商事 株式会社
池之上 典子
陳 ・瑤
黄丹 伊勢子
株式会社ＷＡＴＡＴＳＵＭＩ
降井 茂雄
降井 茂雄
井筒 啓二
株式会社ホテル関西
有限会社キャリア・コーポレーション
有限会社キャリア・コーポレーション
合同会社ミングルジャパン
平良 キク
恵中 勉
惠中 京子
株式会社 ＭＹＴＨ−Ｇ
株式会社ＭＹＴＨ−Ｇ
株式会社プラチナ
株式会社 ＴＳホールディングス
エーブイエックス株式会社
濱田 清裕
原商事株式会社
株式会社 生玉ラブ
株式会社ケイエスジャパン
ＦＵＭＩＭＡＲＯ株式会社
株式会社Ｌｅｉ
株式会社アルデバラン
株式会社ギブ・アンド・テイク
株式会社 アグロリゾート
株式会社グローバル
株式会社ディアーナコーポレーション
株式会社シティトラスト不動産
株式会社 Ｂｅｓｔ Ｄｅｌｉｇｈｔ Ｇｒｏｕｐ
有限会社コウキ観光
株式会社 ケイエスランド
優徳資産株式会社
株式会社Ｊ・Ｗ・Ｐ
公立学校共済組合
株式会社インザライフ
有限会社カネコ
有限会社山善
有限会社カネコ
株式会社大和屋
株式会社ノーベバリ
株式会社恵仁堂
株式会社ＣＯＣＯＲＯガーデン
株式会社ＣＯＣＯＲＯガーデン
北浜商工有限会社
有限会社喜大
株式会社上町ヒルズ
株式会社近鉄・都ホテルズ
株式会社 出雲屋
ダイワロイヤル株式会社
株式会社ＴＷＩＮＳ

旅館業許可施設一覧(平成30年３月31日現在)

No
施設名称
721 大阪国際交流センターホテル
722 株式会社 ・野旅館
723 スーパーホテル大阪・天王寺
724 中山ゲストハウス
725 ゲストハウス ソラ
726 カオサンワールド天王寺
727 ゲストハウス天王寺
728 和空 下寺町
729 ＨＯＴＥＬ ＢＵＲＥＡＵ 四天王寺
730 ＱＱゲストハウス
731 四天王寺クリスタルホテル
732 ゲストハウス１ＢＡＮ
733 グリンヒル ホテル
734 天王寺ラグーンホテル
735 世界はふたり
736 セラ・ベーヌ
737 ホテル セラ・ベーヌ
738 ホテル ロワール
739 ホテル リッチモンド
740 ホテル フレンド
741 ホテル ポッポ
742 ホテル ウェディングベル
743 リトルチャペルココナッツ
744 ホテル 醍醐
745 寿々波
746 ホテル ロンリ−ハ−ト
747 ホテル 天王寺ホワイト
748 エンジェル ハート
749 ムーンリバース
750 有限会社茶臼山ホテル
751 Ｋｉｎｔｅｔｓｕ Ｆｒｉｅｎｄｌｙ Ｈｏｓｔｅｌ −Ｏｓａｋａ Ｔｅｎｎｏｕｊｉ Ｐａｒｋ−
752 ホテル１−２−３天王寺
753 Ｏｓａｋａ Ｇｕｅｓｔ ｈｏｕｓｅＮＥＳＴ
754 さくら旅館
755 ＵＲＯ 鶴橋
756 ＵＲＯ 鶴橋
757 ＵＲＯ 鶴橋
758 ＵＲＯ 鶴橋
759 ホテル トラッド
760 プレアデス堂ヶ芝
761 プレアデス堂ヶ芝
762 Ｓｕｎ Ｖｉｌｌａｇｅ Ｍｏｍｏｄａｎｉ
763 ＢＵＳＩＮＥＳＳ ＩＮＮ 上本町
764 ＦＯＲ ＬＥＡＶＥＳ ＩＮＮ 上本町
765 ＦＯＲ ＬＥＡＶＥＳ ＩＮＮ 上本町
766 ビジネスホテル はまゆう
767 ホテル ラ・アロマ天王寺
768 ホテル カサブランカ
769 バリタワー大阪天王寺
770 アーベイ天王寺ホテル
771 アーベイ天王寺ホテル
772 ホテル ローズリップス
773 東横イン大阪鶴橋駅前
774 おしゃれ伝説
775 葆光荘
776 Ｂｏａｒｄｉｎｇ Ｈｏｕｓｅ
777 ホテルＷＢＦなんば稲荷
778 ホテルリブ・マックスなんば
779 大阪逸の彩ホテル ＯＳＡＫＡ ＨＩＮＯＤＥ ＨＯＴＥＬ
780 東方ホテル
781 ＨＯＴＥＬ 金魚
782 一休
783 ＰＯＬＹ ＨＯＳＴＥＬ ＯＳＡＫＡ
784 かをる荘
785 ビジネスホテル 清月
786 旅籠屋 戎
787 旅館 新世界
788 ビジネス イン ロイヤル
789 タワーサイドホテル
790 旅館やまと
791 ホテル葵
792 亜細亜旅館

施設所在地
天王寺区上本町８丁目２番６号
天王寺区上本町８丁目４番１８号
天王寺区逢阪２丁目３番３号
天王寺区空堀町１１番７号
天王寺区空堀町１３番２０号
天王寺区北河堀町３番９号
天王寺区北河堀町９番１８号
天王寺区下寺町２丁目５番１２号
天王寺区四天王寺１丁目３番１９号
天王寺区四天王寺１丁目１４番１７号三篠屋ビル ４階 ５階

天王寺区大道１丁目３番７号
天王寺区大道４丁目３番１２号
天王寺区茶臼山町１番２１号
天王寺区茶臼山町１番２３号
天王寺区茶臼山町１番２５号
天王寺区茶臼山町１番２５号
天王寺区茶臼山町１番２５号
天王寺区茶臼山町１番２６号
天王寺区茶臼山町２番１８号
天王寺区茶臼山町２番１９号
天王寺区茶臼山町２番２１号
天王寺区茶臼山町２番３２号
天王寺区茶臼山町３番２号
天王寺区茶臼山町３番１１号
天王寺区茶臼山町３番２０号
天王寺区茶臼山町３番２１号
天王寺区茶臼山町３番２４号
天王寺区茶臼山町３番２７号
天王寺区茶臼山町４番１４号
天王寺区茶臼山町４番２０号
天王寺区茶臼山町５番５５号
天王寺区寺田町２丁目３番１４号
天王寺区寺田町２丁目４番１４号２階〜５階
天王寺区寺田町２丁目７番９号
天王寺区東上町７番３号ＵＲＯ鶴橋 ４０１
天王寺区東上町７番３号ＵＲＯ鶴橋 ５０１
天王寺区東上町７番３号ＵＲＯ鶴橋 ２０１
天王寺区東上町７番３号ＵＲＯ鶴橋 ３０１
天王寺区東上町８番２２号
天王寺区堂ケ芝１丁目３番３４号プレアデス堂ヶ芝 ７０２号室
天王寺区堂ケ芝１丁目３番３４号プレアデス堂ヶ芝 ６０１号室

天王寺区堂ヶ芝１丁目６番７号
天王寺区東高津町６番１７号
天王寺区東高津町６番１９号
天王寺区東高津町６番１９号
天王寺区悲田院町４番４号
天王寺区悲田院町４番４号
天王寺区悲田院町４番４１号
天王寺区悲田院町８番１号
天王寺区悲田院町９番１９号
天王寺区悲田院町９番１９号
天王寺区筆ケ崎町４番１５号
天王寺区舟橋町１５番３１号
天王寺区堀越町９番６号
天王寺区堀越町１４番１６号
天王寺区南河堀町１０番１６号
浪速区稲荷１丁目９番２７号
浪速区稲荷２丁目１番３号
浪速区恵美須西１丁目２番１０号
浪速区恵美須西１丁目７番４号
浪速区恵美須西２丁目４番１９号
浪速区恵美須西２丁目６番９号
浪速区恵美須西２丁目６番１２号
浪速区恵美須西２丁目１２番１６号
浪速区恵美須西３丁目４番１３号
浪速区恵美須西３丁目１０番５号
浪速区恵美須東１丁目２番２号
浪速区恵美須東１丁目２番４号
浪速区恵美須東１丁目２番７号
浪速区恵美須東１丁目５番１３号旅館やまと
浪速区恵美須東１丁目６番１８号
浪速区恵美須東１丁目１７番１７号
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営業者名
株式会社コンベンションリンケージ
株式会社 ・野旅館
株式会社 スーパーホテル
小林 美琴子
株式会社フラウ・インターナショナル
株式会社万両
黄 義仁
株式会社和空プロジェクト
株式会社宅都プロパティ
山秋 享子
株式会社シティトラスト不動産
吉澤 克規
勝山 株式会社
株式会社 ラグーン
有限会社 埜中
有限会社 ウシオ
山木 正浩
株式会社 清南
新栄観光 株式会社
株式会社 アオキ
株式会社 カブト
大商汽船 株式会社
株式会社ＧＨＰ
株式会社 醍醐
ぴーすはうす株式会社
株式会社 ナカモト
株式会社 ナカモト
有限会社 北新興産
株式会社 宇奈月本館
有限会社茶臼山ホテル
近鉄不動産株式会社
株式会社エフェックス
株式会社ＨＩＶＥ
有限会社 さくら
合同会社リーガルエージェント民泊大阪
合同会社リーガルエージェント民泊大阪
合同会社リーガルエージェント民泊大阪
合同会社リーガルエージェント民泊大阪
株式会社ベストバイ
福家 通和
福家 通和
株式会社セットアップ
成和サービス株式会社
大阪開発株式会社
株式会社 聖
有限会社 はまゆう
株式会社 上汐企画
瀬戸内商事株式会社
株式会社サンザ
有限会社 ティ・アンド・エム
有限会社 ティ・アンド・エム
株式会社アイケイシー
株式会社 東横イン
有限会社ドリームタナカ
松井 寛和
内平興産 株式会社
株式会社ホワイト・ベアーファミリー
株式会社リブ・マックス
合同会社恵美寿グロースリミテッド
株式会社金怡
株式会社コーディネクス
柏井 梅子
ＰＯＬＹ株式会社
柏井 薫
清水 勇詞
劉 亞倫
株式会社 神栄
佐分利 勇作
有限会社 アドバンテージ
中尾 卓司
尾上 順子
森川 サク

旅館業許可施設一覧(平成30年３月31日現在)

No
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864

施設名称
ビジネスイン英都
ＴＨＥ ＰＡＸ
大阪えびすホテル
ホームホステル
東横ＩＮＮ大阪通天閣前
松映旅館シャイボーイ
ホテル通天小町
ホテル寿
旅館喜久家
ホテル王将
ホテル王将
スパワールド世界の大温泉
ホテルヴェルテックス大阪
桜川リバーサイドホテル
Ｇｕｅｓｔｈｏｕｓｅ ＳＵＮ
ホステル チルアウト
ゲストハウス幸町
ゲストハウス コマ
ＹＡ−おおさか屋 ＮＡＭＢＡ
ＰＩＣＮＩＣ
スマイルホテルなんば
浪速エンペラー
暴れ狸の鬼袋
中村旅館
ホテル アフリカ 桜川
ホテル アフリカ 桜川
ホテル アフリカ 桜川
天然温泉健康ランド 湯〜ｉｎｇ遊

施設所在地
浪速区恵美須東１丁目１９番１７号
浪速区恵美須東１丁目２０番５号ＴＨＥ ＰＡＸ２階
浪速区恵美須東１丁目２１番２号
浪速区恵美須東２丁目１番２２号
浪速区恵美須東２丁目３番４号
浪速区恵美須東２丁目５番１２号
浪速区恵美須東２丁目５番２０号
浪速区恵美須東２丁目７番９号ホテル寿
浪速区恵美須東２丁目７番１０号ホテル喜久家
浪速区恵美須東３丁目２番１２号
浪速区恵美須東３丁目２番１２号
浪速区恵美須東３丁目４番２４号
浪速区恵美須東３丁目６番１６号
浪速区幸町１丁目４番７号
浪速区幸町２丁目１番３号
浪速区幸町２丁目２番２号
浪速区幸町２丁目２番２７号１階
浪速区幸町２丁目３番１２号
浪速区幸町２丁目４番１４号
浪速区幸町２丁目８番３号
浪速区幸町３丁目３番９号
浪速区幸町３丁目８番２８号
浪速区幸町３丁目８番２８号
浪速区幸町３丁目９番３号
浪速区幸町３丁目９番９号
浪速区幸町３丁目９番９号
浪速区幸町３丁目９番９号
浪速区桜川２丁目１番１号幸町ビルディング（天然温泉スパディオ）

カプセル アンド 天然温泉スパディオ 浪速区桜川２丁目１番１号
ベリーホステルナンバＶｅｒｙ ｈｏｓｔｅｌ ＮＡＭＢＡ

ブリエサクラ
Ｒ Ｇｕｅｓｔ Ｈｏｕｓｅ
ＳＣＡＬＥＮＥ
カサ・マコンド
ｍｉｄｉホテル
リッチモンドホテルなんば大国町
ＢＯＮ ＨＯＳＴＥＬ
ラハイナ夕陽丘
ラハイナ夕陽丘
ラハイナ夕陽丘
ラハイナ夕陽丘
０４ｖｉｌｌａｇｅ なんば
ホテル サントマリー
大国ホステル
難波ホステル（ＮＡＭＢＡ ＨＯＳＴＥＬ）
ＰＬＥＩＡ Ｈｏｔｅｌ（プレア ホテル）別館
ＰＬＥＩＡ Ｈｏｔｅｌ（プレアホテル）
オルフェアレジデンス難波
ビジネス イン ナンバ
ホテル ジェイ
ホテルゴールデングラマー
ルトゥール・フェイル
トワイライト イン
立花旅館
ホテル アルファ
ホテルバリモダン
ホテル マリアテレジア
ホテル 一栄
ホテル モダンエイジ
ホテル ローラン
ＭＹＴＨ−Ｃｉｔｙ
ＭＹＴＨ−Ｒｏｕｇｅ
ホテル フー難波
ビジネスホテル たつ美
カプセルインナンバ
ＲＯＺＹ ＨＯＴＥＬ ＮＡＭＢＡ
リトル チャペル
ケンズハウス
ホテル メルヘン
ホテル ミッキークッキーズ
ビジネスホテル 新なんば ２号館
ビジネスホテル 新なんば２号館

浪速区桜川２丁目１４番１３号
浪速区桜川３丁目２番１５号桜川ビル ２・３階
浪速区桜川３丁目３番８号
浪速区桜川４丁目５番９号
浪速区塩草３丁目１番２２号ニイタカＳＫビル ３〜４階

浪速区敷津西２丁目１３番１９号
浪速区敷津東１丁目８番１号
浪速区敷津東３丁目１番３号
浪速区下寺２丁目３番１号ラハイナ夕陽丘２０１号室
浪速区下寺２丁目３番１号ラハイナ夕陽丘３０１号室
浪速区下寺２丁目３番１号ラハイナ夕陽丘５０１号室
浪速区下寺２丁目３番１号ラハイナ夕陽丘４０１号室

浪速区下寺３丁目１２番９号
浪速区立葉１丁目３番１８号
浪速区大国１丁目２番３号
浪速区大国１丁目４番１７号Ｋ・Ｊビル ２・３階
浪速区大国２丁目４番１０号
浪速区大国２丁目８番１８号
浪速区大国３丁目１番２号
浪速区難波中１丁目１番２号
浪速区難波中１丁目１番４号
浪速区難波中１丁目１番５号
浪速区難波中１丁目２番４号
浪速区難波中１丁目２番８号ホテル トワイライト イン

浪速区難波中１丁目４番５号立花ビル
浪速区難波中１丁目４番８号
浪速区難波中１丁目４番１５号
浪速区難波中１丁目４番２１号
浪速区難波中１丁目６番８号一栄ビル
浪速区難波中１丁目７番２号
浪速区難波中１丁目７番４号ホテル ローラン
浪速区難波中１丁目７番６号
浪速区難波中１丁目７番１２号
浪速区難波中１丁目７番１４号
浪速区難波中１丁目７番１６号
浪速区難波中１丁目７番１６号カプセルインナンバ
浪速区難波中１丁目７番１６号
浪速区難波中１丁目７番１９号
浪速区難波中１丁目８番１２号
浪速区難波中１丁目１０番１４号ホテル メルヘン
浪速区難波中１丁目１０番１５号
浪速区難波中１丁目１１番１号
浪速区難波中１丁目１１番１号
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営業者名
株式会社 高井
株式会社由苑
株式会社大阪えびすホテル
株式会社通天閣
株式会社東横イン
粂 不美古
株式会社 鳳城企画
有限会社ホテル寿
株式会社喜久家
竹内 清吉
藤原 秀康
株式会社 阪神住建
山本産業株式会社
櫻川長隆国際貿易株式会社
宮本 敦史
竹内 智之
株式会社リ・ポール
宮本 敦史
株式会社Ｖｉｓｉｏｎａｒｙ
有限会社タケバヤシ
株式会社ホスピタリティオペレーションズ
丸富建設株式会社
有限会社イエローウェーブ
中村 武夫
株式会社 山一商事
株式会社 ラポール
有限会社エヌ・ジー・ユー
三都興産株式会社
岩伸産業株式会社
株式会社デイグラン
株式会社セイジョー
株式会社 Ｒ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ
株式会社 ＰＲＥＳＩＤＥＮＴ ＪＡＰＡＮ
Ｏｓｃａｒ Ｊａｖｉｅｒ Ｐｉｎｅｄａ Ｒａｍｏｓ
ｍｉｄｉインターナショナル株式会社
アールエヌティーホテルズ株式会社
株式会社百戦錬磨
株式会社Ｎ・Ｆａｃｔｏｒｙ
株式会社Ｎ・Ｆａｃｔｏｒｙ
株式会社Ｎ・Ｆａｃｔｏｒｙ
株式会社Ｎ・Ｆａｃｔｏｒｙ
株式会社クレビオス
株式会社 サントマリー
原 慶三
株式会社ＭＡＸＨＯＬＤＩＮＧＳ
株式会社プレア
株式会社プレア
株式会社オンテックス
株式会社プレジャーズコーポレーション
株式会社 山藤
株式会社 ゴールデングラマー
有限会社 ガイア
リコ観光株式会社
土井 操
株式会社 アルファー
株式会社 ピア
株式会社 西村
イチエイ商事株式会社
株式会社 モダンエイジ
株式会社 ローラン
株式会社ＭＹＴＨ−Ｃｉｔｙ
株式会社 ＨＯＴＥＬ ＮＡＭＢＡ
株式会社リブレ
巽 和子
太田産業株式会社
ファンワールド株式会社
株式会社 難波リトル
北浜商工有限会社
堀口屋製菓株式会社
株式会社 ミッキークッキーズ
㈲ビジネスホテル 新なんば
株式会社ＳＡＫＩＭＯＴＯ

旅館業許可施設一覧(平成30年３月31日現在)

No
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936

施設名称
グランパスｉｎｎ大阪
ビジネスホテル新なんば
ホテルイルクオーレなんば
フレイザーレジデンス南海大阪
ゲストハウスさくら
ネラレル マンガ ホステルＡ
ネラレル マンガ ホステルＢ
ネラレル マンガ ホステルＣ
ＨＯＴＥＬ Ｓ−ＰＲＥＳＳＯ
ホテル体東なんば
ドーミーイン なんば
ホテルリリーフなんば大国町
ＣＡＳＡ ＣＯＭＯＤＡ ＮＡＮＢＡ
ホテルヒラリーズ
ホテルヒラリーズ
ビジネスホテル菊栄
ビジネスホテル 菊栄
ＳＡＲＡＳＡ ＨＯＴＥＬ なんば
Ｓｔａｙ ＳＡＫＵＲＡ 日本橋Ⅰ
日本橋クリスタルホテル
日本橋ホステルＶｉａｇｇｉｏ
東横ＩＮＮ大阪なんば日本橋
おおきにホテルズ オタロード
オタロードアパートメント
ＨＯＳＴＥＬ ｎｉｄ ＮＡＭＢＡ
ホテル ＷＢＦアートステイなんば
カプセルホテルヴァリエ恵美須町
ＱＯＯ ＨＯＴＥＬ 恵美須町
ＨＯＳＴＥＬ えびす亭 ＳＯＵＺＯＵ
Ｈｏｔｅｌ Ａｍａｔｅｒｒａｃｅ 縁
ＧＬＡＭ ＬＯＤＧＥ
ゑびす旅館
Ｆｕｎｔｏｃｏ ＢａｃｋｐａｃｋｅｒｓＮａｍｂａ
かめや
凱特琳娜 ＣＡＴＥＲＩＮＡ
ＬＯＤＧＩＮＧ＆ＫＩＮ ＯＳＡＫＡ
斉興館
Ｇハウス日本橋Ｎｏ．２
Ｇハウス日本橋Ｎｏ．３
Ｈｏｓｔｅｌ Ｈａｎｇｏｕｔ
ＨＯＴＥＬ ＮＡＮＩＷＡ 新世界前
ホテルモントレグラスミア大阪
ＨＯＴＥＬ Ｊ−ＳＨＩＰ 大阪難波
ＨＯＴＥＬ ＫＡＮＡＤＥ
ＨＯＴＥＬ ＫＡＮＡＤＥ別邸
プロヴァンスの街に
ホテル ラフィーネ

施設所在地
浪速区難波中１丁目１３番１８号
浪速区難波中１丁目１４番１７号
浪速区難波中１丁目１５番１５号
浪速区難波中１丁目１７番１１号
浪速区難波中１丁目１７番２１号３階
浪速区難波中２丁目２番１５号高砂ビル４階
浪速区難波中２丁目２番１５号高砂ビル５階
浪速区難波中２丁目２番１５号高砂ビル６階
浪速区難波中２丁目６番１１号
浪速区難波中３丁目４番４１号
浪速区難波中３丁目１７番１２号
浪速区難波中３丁目１７番１５号
浪速区難波中３丁目１７番２１号
浪速区日本橋３丁目４番１０号
浪速区日本橋３丁目４番１０号
浪速区日本橋３丁目６番４号
浪速区日本橋３丁目６番４号菊栄会館
浪速区日本橋３丁目６番６号
浪速区日本橋４丁目３番８号
浪速区日本橋４丁目８番１３号
浪速区日本橋４丁目９番１号
浪速区日本橋４丁目１１番４号
浪速区日本橋４丁目１５番２０号おおきにオタロードビル １Ｆ
浪速区日本橋４丁目１５番２０号おおきにオタロードビル６階

浪速区日本橋４丁目１６番１７号
浪速区日本橋５丁目８番２５号
浪速区日本橋５丁目１２番２号
浪速区日本橋５丁目１２番３号恵美須町ＭＴビル ３階〜７階

浪速区日本橋５丁目１３番３号川北ビル５階
浪速区日本橋５丁目２１番４号
浪速区日本橋西１丁目３番２６号
浪速区日本橋西１丁目７番３３号
浪速区日本橋西２丁目５番６号１階
浪速区日本橋西２丁目６番３号
浪速区日本橋西２丁目８番２１号
浪速区日本橋西２丁目８番２２号
浪速区日本橋東１丁目１２番５号
浪速区日本橋東２丁目５番１２号池田マンション２階
浪速区日本橋東２丁目５番１２号池田マンション３階

浪速区日本橋東３丁目２番２０号
浪速区日本橋東３丁目１６番１１号
浪速区湊町１丁目２番３号マルイト難波ビル１・２０〜３１階

浪速区湊町２丁目２番１４号
浪速区元町１丁目１番１号
浪速区元町１丁目１番３号
浪速区元町１丁目１番４号
浪速区元町１丁目１番５号
ＫＨＡＯＳＡＮ ＷＯＲＬＤ ＮＡＭＢＡＨＯＳＴＥＬ 浪速区元町１丁目２番１３号
ホテルＷＢＦなんば元町
浪速区元町２丁目７番２０号
Ｏｓａｋａ Ｎａｍｂａ ＨｏｓｔｅｌＭＩＹＡＢＩ 浪速区元町２丁目７番２６号
東横ＩＮＮなんば府立体育館西
浪速区元町２丁目８番７号
浪速区元町３丁目１番１６号ＳＡＣＫＹ ＡＰＡＲＴＭＥＮＴ１階
ＨＧ Ｃｏｚｙ Ｈｏｔｅｌ Ｎｏ．２３
ニッシン難波イン
浪速区元町３丁目１０番１８号
ホテル ガリアーノウエスト
西淀川区大野１丁目６番１２号ホテル サンタ
西淀川区大野１丁目６番１３号ホテル アンジェロ
ホテル ギャビーガーデン
塚本真ん中
西淀川区柏里２丁目６番２５号
塚本手前
西淀川区柏里２丁目６番２５号
姫里ゲストハウス「いこね」
西淀川区姫里２丁目３番１３号
いぶき旅館
西淀川区姫里２丁目１０番１０号いぶき旅館
ふじの旅館
西淀川区姫島１丁目４番５号
ＲＯＳＡＧＥ
西淀川区福町２丁目１番８号
大阪バックパッカーズホステル
淀川区木川東２丁目８番２２号
ホテル マンハッタン
淀川区新北野１丁目３番１１号
ホテル ＶＩＡ１０３
淀川区新北野１丁目４番９号ホテル ＶＩＡ１０３
淀川区新北野１丁目４番２３号ホテルＮＥＯエクセレンス
ホテル ＮＥＯ エクセレンス
ホテル ファインガーデン十三店
淀川区新北野１丁目６番９号
ホテル 蝶
淀川区新北野１丁目７番１号ホテル 蝶
ホテル サクラスイート 大阪 十三 淀川区新北野１丁目７番４号
十三エンペラー
淀川区新北野１丁目７番８号十三エンペラー
ＨＯＴＥＬ Ｇｅｍ Ｇｅｍ
淀川区新北野１丁目７番８号
ＨＯＴＥＬ ＪｅｗｅｌｒｙＪｅｗｅｌｒｙ
淀川区新北野１丁目７番１１号ホテル 伯爵
ホテルセンチュリー２１
淀川区新北野１丁目７番１９号
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営業者名
株式会社 ファースト・ウィン
川口 榮
株式会社ホテルアンドアソシエイツ
Ｆｒａｓｅｒｓ Ｈｏｓｐｉｔａｌｉｔｙ Ｊａｐａｎ株式会社
株式会社ノウズ
株式会社ネラレル
株式会社カーション
・邊 寛子
株式会社ＳＡＫＩＭＯＴＯ
有限会社 体東
株式会社 共立メンテナンス
株式会社フェリーチェ
株式会社ＣＡＳＡ ＣＯＭＯＤＡ
株式会社ヒラリーズコーポレーション
ｎｉｎｅ株式会社
エー・ピー・プランニング有限会社
株式会社ホテル菊栄
株式会社更紗ホテルズ
カソク株式会社
株式会社リゾートライフ
株式会社Ｖｉａｇｇｉｏ
株式会社東横イン
株式会社おおきにホテルズ
株式会社ファインド
若尾 隆彦
株式会社ホワイト・ベアーファミリー
Ｊフィールド有限会社
株式会社 ＱＯＯ ＧＬＯＢＡＬ ＬＯＤＧＩＮＧ
株式会社福迫
株式会社Ｓ＆Ｔ ＨＤ
株式会社美想空間
今尾 やえの
株式会社Ｆｕｎｔｏｃｏ
上田 鶴義
小松貿易株式会社
山下 貴史
斉興株式会社
株式会社グッドハーベスト
株式会社グッドハーベスト
株式会社ハングアウト
有限会社ナニワコーポレーション
ホテルモントレ株式会社
株式会社オンテックス
ビッグ総合開発株式会社
ビッグ総合開発株式会社
ピース観光 株式会社
ピース観光株式会社
株式会社万両
株式会社ホワイト・ベアーファミリー
株式会社ＭＩＹＡＢＩ
株式会社 東横イン
株式会社ハンドグローイング
酒井ビル管理株式会社
株式会社 大和田観光
株式会社 大和田観光
ＳＥＫＡＩ ＨＯＴＥＬ株式会社
ＳＥＫＡＩ ＨＯＴＥＬ株式会社
公益財団法人公害地域再生センター
横山 光枝
荻野 晴義
株式会社 茂
時田 佳
大三企画株式会社
生玉観光㈱
明興㈱
株式会社 三将
株式会社グローバル・ホールディングス
株式会社三将
高橋 マユミ
株式会社グローバル・ホールディングス
株式会社グローバル・ホールディングス
株式会社シーダー

旅館業許可施設一覧(平成30年３月31日現在)

No
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008

施設名称
シティブレス
ホテル ジィニア十三
ホテルＱ＆Ｐ
ホテル ７ジョーカー
プラザオーサカ
ＨＯＴＥＬ ＬＩＢＥＲＴＥ
ホテル メイト
ビジネスホテルＯＫ
エレガンスイン 十三
ファッションホテル パルコ
ホテル ローマ
ホテル ローマ
ホテル ルビー
ニューびわこホテル
東横イン大阪阪急十三駅西口
カプセルホテル シャン２
ＭＩＬＡＧＯ Ｓｔｙｌｉｓｈ Ｈｏｔｅｌ Ｊｕｓｏ
Ｍｉｎｎ ｙｏｕｒ ｓｅｃｏｎｄｈｏｍｅ
ホテル サンパチ
Ｍｙ Ｄｅａｒ
Ｍｙ ＤｅａｒⅡ
ベストウェスタン大阪塚本
清華ホテル
福助旅館
ゲストハウス エッヂ・オールワン
ホテルオークス新大阪
ホテル コンソルト
新大阪とまとゲストハウス
新大阪ホテル
ホテルクライトン新大阪
ホーメストビル
ラブ＆ピース
ネオワールド西中島
ビジネスホテル 一休
ビジネスホテル エクセレント
Ｃｉｔｙ Ｖｉｌｌａ Ｒ ａｎｎｅｘ
シティビラ Ｒ
ホテル ＭＡＸ
ホテル ミツフ
新大阪サニーストンホテル
東横イン新大阪中央口新館
東横イン新大阪中央口本館
新大阪ワシントンホテルプラザ
ニューオーサカホテル

施設所在地
淀川区新北野１丁目８番１号
淀川区新北野１丁目８番１号
淀川区新北野１丁目８番６号
淀川区新北野１丁目８番７号ホテル７ジョーカー
淀川区新北野１丁目９番１５号ホテルプラザオーサカ

淀川区新北野１丁目９番３３号
淀川区十三東１丁目１番１号
淀川区十三東１丁目１０番９号ビジネスホテルＯＫ
淀川区十三東１丁目１６番８号
淀川区十三東１丁目１７番１１号ファッションホテルパルコ

淀川区十三東１丁目１９番１号ホテルローマ
淀川区十三東１丁目１９番１号
淀川区十三東１丁目１９番２３号ホテルルビー
淀川区十三東３丁目１番７号ニューびわこホテル
淀川区十三本町１丁目１３番４号
淀川区十三本町１丁目１４番３号カプセルホテル シャン２

淀川区十三本町１丁目１７番９号
淀川区十三本町１丁目１７番２０号アカデミープラザ

淀川区十三本町１丁目１８番２１号
淀川区十三本町１丁目１８番２３号
淀川区十三本町１丁目２０番２０号
淀川区塚本２丁目２１番９号
淀川区塚本２丁目２８番７号
淀川区塚本２丁目２８番１４号福助旅館２階
淀川区新高３丁目２番１４号
淀川区西中島１丁目１１番３４号新大阪サンアールビル７号館

淀川区西中島１丁目１２番７号ホテル コンソルト
淀川区西中島２丁目７番４号
淀川区西中島２丁目１１番２１号
淀川区西中島２丁目１３番３２号ホテルクライトン新大阪

淀川区西中島３丁目３番２号
淀川区西中島３丁目１４番５号
淀川区西中島３丁目１４番９号
淀川区西中島３丁目１５番１７号
淀川区西中島３丁目１５番１７号
淀川区西中島３丁目１６番８号深井センタービル３階
淀川区西中島３丁目１６番８号深井センタービル４階

淀川区西中島３丁目１７番７号
淀川区西中島４丁目８番２２号ホテル ミツフ
淀川区西中島４丁目１２番２号新大阪サニーストンホテル

淀川区西中島５丁目２番６号
淀川区西中島５丁目２番９号辰野新大阪第２ビル
淀川区西中島５丁目５番１５号新大阪セントラルタワー

ユニゾイン新大阪
ワイズホテル新大阪
ホステル新大阪北風雅
アスティルホテル 新大阪
アワーズ イン 三国

淀川区西中島５丁目１４番１０号
淀川区西中島６丁目２番１９号
淀川区西中島６丁目２番１９号
淀川区西中島７丁目５番１５号
淀川区西中島７丁目１２番２号
淀川区西三国１丁目６番４９号
淀川区西三国３丁目３番７号
淀川区西三国４丁目１０番３号アワーズイン三国

日本私立学校振興・共済事業団大阪会館

淀川区西宮原１丁目３番３５号日本私立学校振興・共済事業団大阪会館

ドーミーイン新大阪センイシティー
ドーミー新大阪
新大阪サンプラザホテル
Ｙｕｋｉｆｕｋｕ

淀川区西宮原２丁目２番１７号新大阪センイシティー２号館６階

ホテルマイステイズ新大阪コンファレンスセンター
ホテルマイステイズ新大阪コンファレンスセンター

淀川区西宮原２丁目７番４号ドーミー新大阪
淀川区東三国１丁目１番４号新大阪サンプラザホテル

淀川区東三国２丁目２５番８号

ホテルウィングインターナショナル新大阪 淀川区東三国２丁目３２番９号

ＨＯＴＥＬ ＢＥＮＩ 東三国ウエスト
ＨＯＴＥＬ ＢＥＮＩ 東三国イースト
ガストハウス４４東三国
レム新大阪
コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション

Ｒ＆Ｂホテル新大阪北口
ホテルクォーツ 新大阪
東横ＩＮＮ新大阪東三国駅前
ヴィアイン新大阪ウエスト
ホテルメルパルク大阪
宝来閣
ゲストハウス木雲
Ｍｅｒｒｙ Ｇａｔｅ Ｏｓａｋａ
ビジネスホテル ビージーピアリス
ヴィアイン新大阪

淀川区東三国３丁目１１番２１号
淀川区東三国３丁目１１番３５号
淀川区東三国４丁目７番３号
淀川区宮原１丁目１番１号
淀川区宮原１丁目２番７０号
淀川区宮原１丁目７番１０号新大阪駅前テラサキビル（Ｒ＆Ｂホテル新大阪北口）１〜１３階

淀川区宮原２丁目８番１１号
淀川区宮原２丁目１３番４号

営業者名
株式会社 レトロジャパン
株式会社ジィニア
有限会社 ドルフィーノ
㈱新栄
㈱プラザオーサカ
八栄観光株式会社
株式会社 ノースリバー
ニューオーケイ株式会社
有限会社 光
有限会社 原田興業
有限会社 髙吉貞雄商会
株式会社シーダー
光㈱
榮観光㈱
株式会社 東横イン
石垣商事㈱
株式会社二幸昇
株式会社 ＳＱＵＥＥＺＥ
株式会社 三和ビル
株式会社 プレジャーズコーポレーション
株式会社 プレジャーズコーポレーション
株式会社 フィーノホテルズ
中川 康
福助北野商事株式会社
本田 勝弘
㈱エーピー
クリヤマコンソルト株式会社
株式会社アイズ
株式会社スーペリアコム
有限会社カワキュウ
ＳＥＫＡＩ ＨＯＴＥＬ株式会社
株式会社ＩＭＰＡＣＴ
赤瀬川 勝雄
株式会社 一休
株式会社 エクセレント
株式会社アート企画
株式会社アート企画
株式会社 アクアプレイス
㈱三津富
日章産業株式会社
株式会社 東横イン
株式会社 東横イン
ワシントンホテル株式会社
株式会社スリーワイ・エム・ディ
新大阪ホテル・マネジメント合同会社
株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント
ユニゾホテル株式会社
長谷川ホテル＆リゾート株式会社
株式会社ドリーマーズ・クリエイション
株式会社メビウス
堀尾 勝男
日本私立学校振興・共済事業団
株式会社共立メンテナンス
住銀リース株式会社
大日土地㈱
合同会社フェリーチョ
株式会社フォーブス
株式会社 リバティ東三国
株式会社リバティイースト
島田 拓
株式会社阪急阪神ホテルズ
森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社
ワシントンホテル株式会社
株式会社さくら
株式会社東横イン

淀川区宮原４丁目１番２１号ヴィアイン新大阪ウェスト 株式会社ジェイアール西日本デイリーサービスネット

淀川区宮原４丁目２番１号
東淀川区淡路４丁目１番１７号
東淀川区淡路４丁目３３番３号
東淀川区上新庄２丁目１番４０号
東淀川区豊里１丁目７番５７号
東淀川区西淡路１丁目１番７号
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メルパルク 株式会社
桜田 清賀
森川 真嗣
株式会社ジャパンマネジメント
株式会社ユタカコーポレーション
株式会社ジェイアール西日本デイリーサービスネット

旅館業許可施設一覧(平成30年３月31日現在)

No
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080

施設名称
ステップイン新大阪東口
株式会社 大阪コロナホテル
東横イン新大阪駅東口
大阪市立青少年センター
スーパーホテル ＪＲ新大阪東口

施設所在地
東淀川区西淡路１丁目３番１６号
東淀川区西淡路１丁目３番２１号株式会社 大阪コロナホテル

東淀川区西淡路２丁目８番５号
東淀川区東中島１丁目１３番１３号
東淀川区東中島１丁目１３番２６号スーパーホテル ＪＲ新大阪東口

東淀川区東中島１丁目１４番２号
東淀川区東中島１丁目１５番２号
新大阪ステーションＨＯＴＥＬ藤
東淀川区東中島１丁目１５番７号
ウィークリーホテル リブマックス新大阪 東淀川区東中島１丁目１５番７号
新大阪ステーションホテル １号館 東淀川区東中島１丁目１６番６号
ホテル新大阪
東淀川区東中島１丁目２０番３３号
ＲＥＳＩＤＥＮＴＩＡＬ ＨＯＴＥＬＨＡＲＥ ＳＨＩＮ−ＯＳＡＫＡ 東淀川区東中島１丁目２１番１３号
ホテル グディグディ
東淀川区東中島２丁目１番２６号
ゲストハウス大今里
東成区大今里３丁目１１番３号１階
今里ゲストハウス
東成区大今里西１丁目１１番１５号
ＫＩＴＳＵＮＥ ＳＨＩＰＰＯ ＯＳＡＫＡ
東成区大今里西３丁目１７番５号２階
ロータリーホテル 今里
東成区大今里南１丁目１１番１２号
今里旅館
東成区大今里南２丁目５番１号
サンタナゲストハウス大阪
東成区大今里南５丁目１０番１１号１〜２階
神路イン
東成区神路３丁目１７番４号
ホテルオークス アーリーバード大阪森ノ宮 東成区中道１丁目１２番１８号
森ノ宮ゲストハウス
東成区中道３丁目２番３４号
ＥＺ ＳＴＡＹ ＪＡＰＡＮ ＯＳＡＫＡ
東成区中道３丁目１０番１４号２階
東成区東小橋１丁目１番８号ファヴォリビル １〜４階
ＨＯＭＥ ＰＡＲＴＹ
東成区東小橋１丁目１０番１６号サンハイム東小橋１階
Ｓｕｎ ＶｉｌｌａｇｅＴａｍａｔｓｕｋｕｒｉ
東成区東小橋１丁目１０番１６号サンハイム東小橋２階
Ｓｕｎ ＶｉｌｌａｇｅＴａｍａｔｓｕｋｕｒｉ
東成区東小橋１丁目１０番１６号サンハイム東小橋３階
Ｓｕｎ ＶｉｌｌａｇｅＴａｍａｔｓｕｋｕｒｉ
東成区東小橋２丁目４番２９号ＭＯＮＤＯ−ＧＡＬＡＸＹ ２階１号室
ＭＯＮＤＯ−ＧＡＬＡＸＹ
東成区東小橋２丁目４番２９号ＭＯＮＤＯ−ＧＡＬＡＸＹ ２階２号室
ＭＯＮＤＯ−ＧＡＬＡＸＹ
東成区東小橋２丁目４番２９号ＭＯＮＤＯ−ＧＡＬＡＸＹ ２階３号室
ＭＯＮＤＯ−ＧＡＬＡＸＹ
東成区東小橋２丁目４番２９号ＭＯＮＤＯ−ＧＡＬＡＸＹ ２階４号室
ＭＯＮＤＯ−ＧＡＬＡＸＹ
ホテル、どんぐりころころ
東成区東小橋３丁目１番６号
Ｓｕｎ ＶｉｌｌａｇｅＴｓｕｒｕｈａｓｈｉ
東成区東小橋３丁目１番１９号
鶴橋ゲストハウス
東成区東小橋３丁目１８番２２号
ホテル リバティ
東成区深江北３丁目２番６号ホテルリバティ
ホテルフルーラ
東成区深江北３丁目２番６号
大阪グランドホテルアネックス
東成区深江南３丁目１９番２５号
大阪グランドホテル アネックス
東成区深江南３丁目１９番２５号
桃乃井
生野区勝山北１丁目６番４号
勝二マンション（ＩＭゲストハウス）
生野区勝山北２丁目７番２号勝二マンション１階
今里クリスタルホテル
生野区新今里１丁目５番３号
ホテル ダブルジェラシー
生野区新今里１丁目６番３号
よし蝶
生野区新今里２丁目１１番４号
生野区新今里３丁目３番２１号ハンマダンビル３階
ハンマダン
Ｒａｉｎｂｏｗ Ｈｏｕｓｅ
生野区新今里３丁目３番２３号
おしてるや
生野区新今里４丁目８番９号
あひるのともだち
生野区新今里６丁目９番１号
傘の家（Ｕｍｂｒｅｌｌａ Ｈｏｕｓｅ）
生野区巽南２丁目７番１号１〜２階
トレイン
生野区巽南４丁目９番２５号
鶴橋簡易宿所
生野区鶴橋２丁目９番２１号
ジニハウス
生野区鶴橋２丁目１０番１７号
生野区鶴橋２丁目１０番１８号レジデンツ １−２階
レジデンツ
ホステル 民俗村
生野区鶴橋２丁目１４番１号
Ｌｉｌｙ Ｓｔａｙ Ｏｓａｋａ
生野区鶴橋２丁目１９番２０号
Ｒｏｓｅ Ｓｔａｙ Ｏｓａｋａ
生野区鶴橋２丁目１９番２０号
大阪鶴橋亭
生野区鶴橋３丁目３番２４号３階
ＪＡＫＯＴＥＬ
生野区鶴橋４丁目３番４号
Ｊａｐａｎｄｅｌｉｖｅｒｙ ｈｏｕｓｅ
生野区鶴橋４丁目４番１３号１〜２階
鶴屋‐ＴＳＵＲＵＹＡ‐
生野区鶴橋４丁目４番１３号
Ｏｓａｋａ−ＳＴＡＹ
生野区中川西３丁目９番６号ゴッホビル２階
寺田町ゲストハウス 椿
生野区林寺４丁目４番１６号
盆栽ゲストハウス
生野区桃谷１丁目４番１３号１階
むらさきハウス
生野区桃谷２丁目７番２３号
Ｇｕｅｓｔ ｈｏｕｓｅ Ｗａ Ｎ Ｗａ
生野区桃谷３丁目４番２４号
やよいハウス
生野区桃谷３丁目９番１７号
Ｈｉｒｏ ｓ Ｇｕｅｓｔ Ｈｏｕｓｅ
生野区桃谷４丁目９番７号１〜２階
ホテル２１
旭区大宮１丁目２１番１６号
ホテル ルートワン
旭区大宮１丁目２１番１６号
銀閣旅館
旭区森小路２丁目１３番１３号
ＨＯＳＴＥＬ ＢＵＳＨＩ
城東区蒲生１丁目３番６号
光洋
城東区蒲生１丁目７番１６号
梅乃家旅館
城東区新喜多１丁目１番２０号
新大阪ステーションホテルアネックス ３号館
新大阪ステーションホテルアネックス ２号館
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営業者名
株式会社ナップコーポレーション
株式会社 大阪コロナホテル
株式会社東横イン
大阪市こども青少年局
株式会社スーパーホテル
株式会社ステーションホテル
株式会社ステーションホテル
藤栄産業㈱
株式会社リブ・マックス
株式会社ステーションホテル
株式会社 大阪岡本産業
有限会社髙橋ホテルズ
有限会社大福
株式会社海成通商
筒井 裕子
株式会社ニューサイエンスジャパン
株式会社コムソン
岩﨑 匡浩
山口 玲子
根本 大治
株式会社 エーピー
辺 浩傑
ＥＺ ＳＴＡＹ ＪＡＰＡＮ合同会社
ファヴォリ株式会社
株式会社武山商事
株式会社武山商事
株式会社武山商事
株式会社スペシャルアザーズ
株式会社スペシャルアザーズ
株式会社スペシャルアザーズ
株式会社スペシャルアザーズ
有限会社 コウキ観光
株式会社 武山商事
山下 実咲
株式会社 総合経営システム
株式会社フルーラ
グランドジャパン株式会社
グランドジャパン株式会社
・野 松栄
豊川 哲弘
株式会社リゾートライフ
新名神興業株式会社
西浦 静代
元 貞子
山下 哲権
株式会社ＳＬＣ
有限会社 豊プランニング
デジャヴュ合同会社
有限会社 天 翔
株式会社ＴＣ
アーバンホーム株式会社
アーバンホーム株式会社
株式会社 カズキ
株式会社Ｌｉｎｋ Ｔｒｅｅ
株式会社Ｌｉｎｋ Ｔｒｅｅ
有限会社 旭日国際旅行
株式会社ＳＨ商事
日本貿易株式会社
林 宜賢
株式会社ゴッホコーポレーション
鞍田 由香
武部 和広
株式会社侑山
孫 仁寛
株式会社侑山
豊川 高弘
株式会社 本組住建
有限会社リバティ
平田 定子
ＯＭＯＴＥＮＡＳＨＩ株式会社
唐仁原 明子
近藤多恵子

旅館業許可施設一覧(平成30年３月31日現在)

No
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152

施設名称
カラーズヴィンテージ大阪城
宿カフェ Ｃｈｅｌｓｅａ ｓ Ｒａｉｎｂｏｗ
水月
ＣＡＲＰＥ ＤＩＥＭ
小野屋
大阪ゲストハウス 緑家
ゲストハウス サイアム
ヴィアインあべの天王寺
大阪マリオット都ホテル
ホテルＴａｎ Ｔａｎ
アパホテル＜天王寺駅前＞
ホテルトラスティ大阪阿倍野
ホテル ロコポルティ
ホテル ＳＨＡ ＳＨＡ ｔｉａｒａ
ホテル ファイブ プラス

施設所在地
城東区鴫野西２丁目４番１１号
城東区鴫野東３丁目５番３０号
城東区成育５丁目１６番１６号
城東区中浜３丁目２番１４号
城東区野江１丁目５番１８号エスエイチケーズ京橋第一ビル １〜４階

城東区東中浜６丁目９番６号
鶴見区放出東３丁目１６番７号
阿倍野区旭町１丁目１番７号１・７〜１３階

営業者名
株式会社カラーズバリュー
岩元 智佳
松岡 操
リバ 美佐
株式会社エスエイチケーズ
鈴木 善博
山本 和世
株式会社ジェイアール西日本デイリーサービスネット

阿倍野区阿倍野筋１丁目１番４３号あべのハルカス 株式会社近鉄・都ホテルズ

阿倍野区阿倍野筋１丁目２番１０号
阿倍野区阿倍野筋１丁目４番１１号
阿倍野区阿倍野筋１丁目５番１０号
阿倍野区阿倍野筋２丁目１番１５号
阿倍野区阿倍野筋２丁目１番２６号
阿倍野区阿倍野筋２丁目４番６号

ＨＯＳＴＥＬ ｎｉｄ ＴＥＮＮＯＪＩ（ＯＳＡＫＡ） 阿倍野区阿倍野筋２丁目４番４５号阿倍野ダンスアカデミー３階

華門 ＩＮＮ ＯＳＡＫＡ
ビジネスホテル ヴィラ阿倍野
ゲストハウス白洋
ゲストハウス天王寺町南
ゲストハウス天王寺町南
ゲストハウス天王寺町南
ゲストハウス天王寺町南
シティ ｉｎｎ 西田辺
シティ イン 西田辺
シティイン西田辺
ＧＡＴＥ８０
ＦＯＲ ＬＥＡＶＥＳ ＩＮＮ
ＦＯＲ ＬＥＡＶＥＳ ＩＮＮ
ゲストハウスおどり
天王寺都ホテル

阿倍野区阿倍野筋４丁目１８番３号
阿倍野区阿倍野元町３２３番２号
阿倍野区昭和町３丁目７番７号
阿倍野区天王寺町南３丁目１番１５号１０１号室
阿倍野区天王寺町南３丁目１番１５号２０１号室
阿倍野区天王寺町南３丁目１番１５号２０２号室
阿倍野区天王寺町南３丁目１番１５号２０３号室
阿倍野区西田辺町１丁目５番１６号
阿倍野区西田辺町１丁目５番１６号
阿倍野区西田辺町１丁目５番１６号
阿倍野区西田辺町２丁目５番３号
阿倍野区西田辺町２丁目６番２１号
阿倍野区西田辺町２丁目６番２１号
阿倍野区美章園３丁目６番６号
阿倍野区松崎町１丁目２番８号天王寺都ホテル
ファーストキャビンステーションあべの荘 阿倍野区松崎町２丁目２番２５号
旅館 南郷荘
阿倍野区松崎町２丁目３番２６号
ビジネスホテル 松月
阿倍野区松崎町２丁目３番２７号
ホテル やんちゃな子猫
阿倍野区松崎町２丁目３番４７号
ＳＨＩＮＯＢＩ Ｈｏｕｓｅ
阿倍野区松崎町３丁目６番４６号
Ａｉｒ Ｏｓａｋａ ｈｏｓｔｅｌ
住之江区北加賀屋２丁目９番１９号
ホテル・マルシェ
住之江区粉浜３丁目１３番２０号
パティオ
住之江区粉浜西３丁目３番７号
大阪ジョイテルホテル
住之江区新北島１丁目２番１号
住之江区新北島５丁目１番５０号ホテル アベスト大阪南
ホテルスポール住之江
ホテルグラッドワン南大阪
住之江区新北島５丁目１番５０号
大阪アカデミア
住之江区南港北１丁目３番５号
ホテルコスモスクエア国際交流センター 住之江区南港北１丁目７番５０号
ハイアット リージェンシー 大阪
住之江区南港北１丁目１３番１１号
住之江区南港北１丁目１３番６５号南港コスモプラザビル１・５〜１１階
クインテッサホテル大阪ベイ
Ｂａｎａｎａ Ｈａｍｍｏｃｋ
住之江区浜口東３丁目３番１９号２階
Ｒｉｖｅｒ Ｆｏｒｅｓｔ Ｓｕｍｉｎｏｅｋｏｅｎ
住之江区南加賀屋４丁目４番２７号
財団法人 海外産業人材育成協会関西研修センター 住吉区浅香１丁目７番５号
吉住
住吉区上住吉２丁目１６番１９号
我孫子之家Ａｂｉｋｏ Ｇｕｅｓｔ Ｈｏｕｓｅ 住吉区苅田７丁目３番１５号
遊楽
住吉区帝塚山中５丁目１番１号
ＨＯＴＥＬ ＭＡＮＨＡＴＴＡＮ
住吉区長居２丁目７番５号
長居パークホテル
住吉区長居２丁目１３番１３号
長居パークホテル
住吉区長居２丁目１３番１３号
長居パークホテル
住吉区長居２丁目１３番１３号
ホテル アンジェリーク
住吉区長居東４丁目４番１４号
ホテル キャッスル
住吉区長居東４丁目４番１５号
ホテル「ｉｓ」
住吉区長居東４丁目７番２１号
ＢＯＮＦＩＲＥ ＨＯＳＴＥＬ
住吉区万代東１丁目３番１４号２階
ＦＥＳＴＩＮＡ ＬＥＮＴＥ
住吉区山之内２丁目４番２号
㈱寿々香寮
住吉区山之内３丁目８番１３号
ホテル ゴールドエンペラー
東住吉区杭全１丁目１５番３３号
ＴＡＭＡ ＨＯＵＳＥ
東住吉区杭全６丁目５番６号２階
ホテル フィオーレ
東住吉区杭全７丁目１番２１号
ホテル ゴルドープラチナム
東住吉区杭全７丁目１番２１号
ＡＺＵＫＩ
東住吉区桑津３丁目１８番３号
ホテル コマ
東住吉区駒川１丁目６番７号
大阪市立長居ユースホステル
東住吉区長居公園１番１号長居陸上競技場
ホテル平野エンペラー
平野区瓜破南１丁目３番２６号
ホテル ケ・セラ・セラ
平野区瓜破南１丁目３番２６号
ホテルリビエール パートⅡ
平野区瓜破南２丁目１番５号
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（有）アベノ・ハート・エンタープライズ
アパホテル株式会社
リゾートトラスト株式会社
有限会社スリ−・ワン
株式会社 シャシャアベノ
有限会社バックドロップ企画
渡辺 友宏
株式会社共和技術研究所
有限会社 アメリカン・モータース
株式会社タケヒラ
株式会社Ｓ＆Ｓマネジメント
株式会社Ｓ＆Ｓマネジメント
株式会社Ｓ＆Ｓマネジメント
株式会社Ｓ＆Ｓマネジメント
太田産業 株式会社
株式会社 吉野屋
シティイン西田辺株式会社
有限会社プロシード不動産販売
大阪開発株式会社
株式会社 聖
田中 亜由美
株式会社近鉄・都ホテルズ
株式会社ＪＲ西日本ファーストキャビン
阪口 弘照
小山 良子
有限会社 松崎観光
合同会社Ｅｍｅｒｇｅｎｔ
山本 友重
有限会社アクティ
有限会社 スバル観光
日本都市ホテル開発株式会社
巳乃庄興産㈱
株式会社 グラッドシステムズ
株式会社河野総合経営システム
株式会社マックスパート
株式会社ＨＲＯ
コアグローバルマネジメント株式会社
株式会社シックス・リバーズ
株式会社Ｙｏｕｒｓ Ｃｏｓｍｅ
財団法人 海外産業人材育成協会
吉川 幸子
中山 美慧
・野 珠代
エヌプランニング株式会社
㈱吉野屋
有限会社 四郎兵衛
有限会社 舞浜
株式会社小川繁商事
株式会社 春日野
株式会社小川繁商事
平木 将太郎
山下 明
㈱寿々香寮
株式会社 日本ビルディング
中山 珠子
近畿住宅建設株式会社
株式会社クマタ
大浙株式会社
山口 静子
大阪市
丸富建設㈱
株式会社 ケ・セラ・セラ平野
有限会社 崇

旅館業許可施設一覧(平成30年３月31日現在)

No
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224

施設名称
ホテルリビエール パートⅠ
あさひ
サリ リゾート
サリ リゾート
ホテル 小犬のベッド
セラヴィ
セラビィ
アークヒルズ２３
ホテル アフタヌーン
ＨＯＳＴＥＬ 京
岸里ヴィラージュ
東横ＩＮＮあべの天王寺
明楽
ぴーすはうす 阿倍野
末廣
ぴーすはうす昭和
ゲストハウスＳＡＹＵＲＩ 本館

施設所在地
平野区瓜破南２丁目１番８号
平野区加美西２丁目５番１号
平野区長吉川辺３丁目１３番１３号
平野区長吉川辺３丁目１３番１３号
平野区長吉川辺３丁目１３番３３号
平野区長吉川辺３丁目１４番３５号
平野区長吉川辺３丁目１４番３５号
平野区平野馬場１丁目３番１号
平野区平野馬場１丁目３番１号
平野区平野宮町１丁目４番１７号２階
西成区岸里東２丁目１５番１９号５０１号室
西成区山王１丁目１番７号
西成区山王１丁目１０番１７号
西成区山王２丁目３番２４号
西成区山王２丁目４番４号
西成区山王２丁目８番４号
西成区聖天下１丁目１１番６号
ＢＩＪＯＵ ＳＵＩＴＥＳ −Ｓｔａｎｄ Ｂｙ Ｍｅ− 西成区聖天下１丁目１２番１３号
ゲストハウス徐
西成区聖天下２丁目２番２１号
ゲストハウスＳＡＹＵＲＩⅡ
西成区聖天下２丁目９番６号
ＮＡＭＩＹＡ
西成区潮路２丁目１０番２号
ゲストハウスＫＡＮＧ
西成区潮路２丁目１２番５号
ビジネスホテル 中央新館
西成区太子１丁目１番１１号
ホテル中央セレーネ
西成区太子１丁目１番１１号
ビジネスホテル 中央
西成区太子１丁目１番１２号
ビジネスホテル スイート
西成区太子１丁目２番９号
ビジネスホテル 新ばし別館
西成区太子１丁目２番１０号
ホテル みかど
西成区太子１丁目２番１１号
みかど新館
西成区太子１丁目２番１１号
ビジネスホテル パークイン
西成区太子１丁目２番１６号
ホテル サンプラザⅡ
西成区太子１丁目２番２０号
ビジネスホテル 太洋
西成区太子１丁目２番２３号
ビジネスホテル 新ばし
西成区太子１丁目２番２４号
ビジネスホテルマルサン
西成区太子１丁目２番２５号
ＨＯＳＴＥＬ ＺＯＯ
西成区太子１丁目２番２５号
ぴーすはうす幸２
西成区太子１丁目３番２号ぴーすはうす幸２階
ぴーすはうす幸３
西成区太子１丁目３番２号ぴーすはうす幸３階
ホテル 来山
西成区太子１丁目３番３号
ホテル 東洋
西成区太子１丁目３番５号
ホテル 太子
西成区太子１丁目３番１２号
ビジネスホテル ビホロ
西成区太子１丁目５番５号
西成区太子１丁目５番６号ＮＥＷ ＷＯＲＬＤ ＩＮＮ １〜４階
ＮＥＷ ＷＯＲＬＤ ＩＮＮ
ＨＯＴＥＬ．ＬＩＮＫＳ 動物園前
西成区太子１丁目６番１９号
ホテル はまゆう
西成区太子１丁目８番６号
ビジネスホテル ラッキー
西成区太子１丁目８番１１号
ビジネスホテルハナヤ
西成区太子１丁目８番１５号
ホテル 中央 オアシス（Ｈｏｔｅｌ Ｃｈｕｏ ＯＡＳＩＳ） 西成区太子１丁目９番１５号
ホテル中央オアシス別館
西成区太子１丁目９番１７号
一力
西成区太子１丁目１０番１０号
つかさ旅館
西成区太子１丁目１３番４号
ホテル ダイヤモンド
西成区太子１丁目１３番２１号
ホテル ダイヤモンド
西成区太子１丁目１３番２１号
甲陽旅館
西成区太子１丁目１３番３２号
ビジネスホテル ウエスト
西成区太子１丁目１３番３４号
旅人の宿 ＴＯＭＩＹＡ
西成区太子１丁目１３番３５号
ホテル アポロ
西成区太子１丁目１４番２号
うれしの
西成区太子１丁目１５番８号
ビレッジ イン オオサカ
西成区太子２丁目１番１０号
竹ノ家旅館
西成区太子２丁目４番２０号
バンデホテル大阪
西成区玉出中２丁目１番２４号
益田住宅
西成区天下茶屋１丁目２４番２３号
欣悦民宿
西成区天下茶屋２丁目９番５号
ＰＯＳＨＴＥＬ ＯＳＡＫＡ ２４０
西成区天下茶屋２丁目９番６号 １〜２階
ゲストハウス ＳＡＹＵＲＩ
西成区天下茶屋２丁目１８番１２号
ゲストハウス大阪「天下茶屋駅前館」 西成区天下茶屋２丁目２３番１１号
ＢＩＪＯＵ ＳＵＩＴＥＳ −ＩＫＯＩ−
西成区天下茶屋３丁目３番６号
ＫＥＩＭＥＩ ＧＵＥＳＴ ＨＯＵＳＥ
西成区天下茶屋北１丁目２番１７号
松広
西成区天下茶屋北２丁目３番６号
ホテル よしや
西成区天下茶屋東１丁目１６番１７号
Ｈａｍｍｏｃｋ Ｈｏｕｓｅ Ｏｓａｋａハンモック ハウス オオサカ 西成区中開２丁目１番３号１〜２階
ＴＨＧミトリー
西成区中開３丁目１番１号ＴＨＧビル１階
ＦＰ ＨＯＴＥＬＳ 難波南
西成区萩之茶屋１丁目２番７号
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営業者名
有限会社 崇
鍛治 道雄
ビッグ実業株式会社
ピース観光株式会社
有限会社 小西観光
ビッグ総合開発株式会社
ピース観光株式会社
㈱ダイヤモンド観光
株式会社 アフタヌーン
株式会社ＥＳＰＯＩＲ
鈴木 カレン
株式会社ホテル高輪
西村 実
ぴーすはうす株式会社
前田 富子
伊東 祐美子
合同会社Ｓ＆Ｓ ＪＡＰＡＮ
山田 有生
徐 宏銘
合同会社Ｓ＆Ｓ ＪＡＰＡＮ
南 ナミ
後畑 京子
㈱ 大山
株式会社 大山
㈱ 関西
㈱ホテルキヨタキ
有限会社新ばしホテル
株式会社キンバト
株式会社来山
有限会社 本寿
株式会社 ＡＲＥＸ
有限会社 新光
有限会社新ばしホテル
株式会社マルサン
株式会社 一七一
伊東 祐美子
伊東 祐美子
有限会社 山栄
有限会社 東洋銀座
村田 岩三
伊藤賢株式会社
ライフソリューション株式会社
株式会社グローバルリンクス
株式会社 はまゆう
西口 宗宏
草木 明石
株式会社南館
株式会社 南館
西口 ユキ子
榎並 サヨ子
吉田 和宏
ダイヤモンド商事有限会社
小林 幸夫
西口 宗宏
竹谷 洋
吉田 義明
日雨孫 信子
盛 文 強
野田 卯吉
セントラルホテル八王子株式会社
益田 勇佑
高 金升
西尾 裕之
吉永 さゆり
合同会社Ｓ＆Ｓ ＪＡＰＡＮ
山田 有生
京明旅行株式会社
田仲 みさを
吉田 喜雄
孫 俊・
辰己 直由
株式会社フリープラス

旅館業許可施設一覧(平成30年３月31日現在)

No
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272

施設名称
ホテルジパング
ホテル ジパング
ホテル サンプラザⅡ アネックス
福田屋
ＵＮＩＶＥＲＳＡＬ ＨＯＴＥＬ ＲＥＢＯＲＮ
ホテル 新今宮
ホテル サンプラザ
ビジネスホテル スバル
旅館 赤坂
ホテル マルモト
ホテル はつね
ホテルきみや
ホテル 共栄
ホテル ちとせ
かなめ
ホテル 伊加利
ＩＫＩＤＡＮＥ ＨＯＵＳＥ 大阪なんば
ビジネスホテル 加賀
ビジネスホテル 喜久家
ホテル パレス
有限会社 福助
ペンション母屋１号
ホテル なかよし
ホテル愛和
ホテル大阪
ＹＡＭＡＴＯ ＨＯＵＳＥ
ホテル コスモスⅡ
ビジネスホテル 和香
パークホテル
パークホテル
ホテル 華
宝旅館
ニューかめや
ホテル ビーバー２
二見ホテル
ビジネスホテル 六華
富士ビル
ホテル 加納
ホテル 陽苑
宿 末盛
ＨＯＴＥＬ Ｏ−ＫＩＮＹ ＯＳＡＫＡ
ホテル 童夢
ホステル難波南 香音
旅館 ｈａｎａｒｅ 天下茶屋
ＤＲＥＡＭ ＨＯＵＳＥ
ゲストハウス松
Ｈｏｔｅｌ、ＢｏｒａＢｏｒａ
Ｈｏｔｅｌ、ＢｏｒａＢｏｒａⅡ

施設所在地
西成区萩之茶屋１丁目２番９号
西成区萩之茶屋１丁目２番９号
西成区萩之茶屋１丁目２番１１号
西成区萩之茶屋１丁目２番１３号
西成区萩之茶屋１丁目２番１８号
西成区萩之茶屋１丁目２番２０号
西成区萩之茶屋１丁目２番２２号
西成区萩之茶屋１丁目４番２０号
西成区萩之茶屋１丁目７番１１号
西成区萩之茶屋１丁目７番１４号
西成区萩之茶屋１丁目８番１２号
西成区萩之茶屋１丁目８番１４号
西成区萩之茶屋１丁目８番２０号
西成区萩之茶屋１丁目９番１号
西成区萩之茶屋１丁目９番３０号
西成区萩之茶屋１丁目１２番２号
西成区萩之茶屋１丁目１２番２号
西成区萩之茶屋１丁目１２番２１号
西成区萩之茶屋１丁目１３番１号
西成区萩之茶屋１丁目１３番２４号
西成区萩之茶屋１丁目１３番２６号
西成区萩之茶屋１丁目１４番１３号
西成区萩之茶屋１丁目１４番１７号
西成区萩之茶屋２丁目１番１８号
西成区萩之茶屋２丁目１番２３号

営業者名
有限会社 ジパング
株式会社ＪＵＮＯＮ
株式会社ＪＵＮＯＮ
河合 靖子
有限会社ひまわりサービス
株式会社 グローバルリンクス
株式会社ＪＵＮＯＮ
有限会社ひまわりサービス
宏洋 株式会社
丸元住宅株式会社
協和工業株式会社
上田 満寿子
山田 隆弘
コトブキ産業株式会社
大塚 攻義
的場 利明
株式会社ＩＫＩＤＡＮＥ
株式会社 入船温泉
大倉 喜和
株式会社エスアールにじゅういち
有限会社 福助
有限会社 母屋
株式会社 錦興産
株式会社 ＡＲＥＸ
株式会社 ホテル大阪
西成区萩之茶屋２丁目２番３号ＹＡＭＡＴＯ ＨＯＵＳＥ 株式会社盛美
西成区萩之茶屋２丁目２番１４号
一歩商事有限会社
西成区萩之茶屋２丁目２番１６号
オリエンタル興産株式会社
西成区萩之茶屋２丁目３番１７号
株式会社 アイワプロスパー
西成区萩之茶屋２丁目３番１７号
西口 廣員
西成区萩之茶屋２丁目５番１０号
有限会社 ギャオス
西成区萩之茶屋２丁目５番１２号
泉谷 保
西成区萩之茶屋２丁目６番４号
有限会社 ニューかめや
西成区萩之茶屋２丁目６番７号
株式会社アイ・ディー・エム
西成区萩之茶屋２丁目６番９号
滝井 信行
西成区萩之茶屋２丁目７番８号
鈴木 惣七
西成区萩之茶屋２丁目７番１０号
有限会社 富士地所
西成区萩之茶屋２丁目７番１２号
加納建設株式会社
西成区萩之茶屋２丁目８番２１号
東谷 広義
西成区萩之茶屋２丁目８番２２号
㈱宿末盛
西成区萩之茶屋３丁目４番１５号
有限会社 トレード
西成区萩之茶屋３丁目１１番１５号
廣岡 諄
西成区花園北１丁目５番２１号いきいき倶楽部館花園北 １〜３階 株式会社ドリーマーズ・クリエイション
西成区花園南１丁目５番６号
有限会社髙橋ホテルズ
西成区梅南１丁目１番４号
台湾光輝株式会社
西成区松１丁目２番２０号
有限会社Ｓｍｉｓｃｌｅ
西成区南津守７丁目１３番３号
有限会社ビツグ．ボツクス
西成区南津守７丁目１３番３号
有限会社 玉出
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