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株式会社宝輝工業所 東成区 玉津１-１２-１７

緒方鍍金工業株式会社 東成区 玉津２-３-２１

有限会社増澤鍍金 東成区 玉津２-３-２５

有限会社徳田メッキ工業所 東成区 玉津２-６-８

岸田鍍金工業所 東成区 玉津３-１０-２３

有限会社坂東クローム鍍金工業所 東成区 玉津３-１１-２６

三光鍍金工業所 東成区 玉津３-１-２４

有限会社ダイマル 東成区 深江南１-７-２

大和鍍金工業所 東成区 深江南１-９-２１

三和鍍金工業株式会社 東成区 深江南２-１-２３

上田鍍金工業株式会社 東成区 深江南２-２-７

相互鍍金工業有限会社 東成区 深江南２-４-３５

不二屋ランドリー 東成区 深江南２-１０-１７

有限会社松井鍍金工業 東成区 深江南２-１１-１４

株式会社山口パーカー工業所 東成区 深江北１-１６-１４

FCM株式会社大阪深江北工場 東成区 深江北１-１６-１７

株式会社赤松電機製作所 東成区 深江北１-１７-２４

株式会社ツクバ 東成区 深江北２-８-２６

株式会社デンロコーポレーション 東成区 深江北２-１１-１７

有限会社エンジェルドライ 東成区 深江北２-１３-３０

株式会社柴山鍍金工業所 東成区 深江北２-１３-３２

アルファメック株式会社 東成区 深江北２-１４-１７

井上鍍金工業株式会社 東成区 深江北３-３-３０

藤本工業株式会社 東成区 深江北３-１０-１１

堀鍍金工業株式会社 東成区 神路１-５-５

大木電鍍工業株式会社 東成区 神路１-１２-２７

三廣鍍金工業株式会社 東成区 神路２-９-１８

那須鍍金工業株式会社 東成区 神路２-９-２３

事   業   場   名 行政区 所     在     地
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事   業   場   名 行政区 所     在     地

有限会社宝鍍金工業所 東成区 神路３-３-８

協栄電鍍工業所 東成区 神路３-５-３２

鈴木鍍金工業株式会社 東成区 神路３-７-２１

FCM株式会社 大阪神路工場 東成区 神路３-８-３６

蒲田化工株式会社 東成区 神路３-９-５

装美社ミサキ 東成区 神路３-１３-６

大和鍍金工業有限会社 東成区 神路４-２-１１

大和化工株式会社 東成区 大今里１-２６-１５

新大阪クローム工業株式会社 東成区 大今里１-２７-８

中川鍍金工業所 東成区 大今里２-２-２９

株式会社倉本製作所 東成区 大今里２-５-１２

大広鍍金工業株式会社 東成区 大今里２-５-２１

財団法人日本気象協会
 関西支社(分室)

東成区 大今里２-７-４

大堀鍍金工業株式会社 東成区 大今里２-８-１４

有限会社光鍍金工業所 東成区 大今里２-１６-１８

光洋鍍金株式会社 東成区 大今里西１-３-１０

株式会社岸本製作所 大阪工場 東成区 大今里西１-１９-３８

巴鍍金工業株式会社 東成区 大今里西１-２３-５

廣瀬鍍金工業所 東成区 大今里南１-１５-５

株式会社太洋技研 東成区 大今里南４-２-１３

株式会社川崎 東成区 大今里南４-２-１３

株式会社日綜技研 東成区 大今里南４-２１-８

大阪特殊金属工業株式会社 東成区 大今里南４-２１-１０

株式会社富士鍍金工業所 第１工場 東成区 大今里南５-８-７

シルバークリーニング 東成区 大今里南５-１５-３

石口鍍金工業所 東成区 大今里南６-２２-３

富士鍍金工業所 東成区 大今里南６-２６-３

地方独立行政法人大阪府立病院機構
大阪府立成人病センター研究所

東成区 中道１-３-２
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事   業   場   名 行政区 所     在     地

財団法人大阪府保健医療財団 大阪府立
健康科学センター

東成区 中道１－３－２

地方独立行政法人大阪府立病院機構
大阪府立成人病センター

東成区 中道１-３-３

地方独立行政法人大阪府立環境農林水
産総合研究所　環境科学センター

東成区 中道１-３-６２

財団法人大阪府みどり公社　分析室 東成区 中道１-３-６２

地方独立行政法人
大阪健康安全基盤研究所

東成区 中道１-３-６９

有限会社河内鍍金工業所 東成区 中道２-１３-６

高島金属工業株式会社 東成区 中道２-１９-５

有限会社タカシマ鍍金工業所 東成区 中道２-１９-５

大阪府鍍金工業組合
環境技術ｾﾝﾀｰ

東成区 中道３-１-１４

有限会社妙光 東成区 中本３-４-３３

大橋鍍金工業所 東成区 中本４-５-１６

坂口鍍金工業所 東成区 中本５-４-１６

有限会社清水鍍金工業所 東成区 東今里２-７-１６

太陽メッキ株式会社 東成区 東今里２-９-８

昭和軽金属工業株式会社 東成区 東今里２-１０-８

一般財団法人日本気象協会 関西支社 東成区 東今里３-１６-７

株式会社シミズ 東成区 東小橋１-９-１８

宇内金属工業株式会社 東成区 東小橋２-５-２７

株式会社森本鍍金所 東成区 東小橋２-５-３２

とがわクリーニング 東成区 東小橋３-１４-１１

渡辺グラビア 東成区 東中本１-６-１０

新大阪クローム工業株式会社中本工場 東成区 東中本２-４-２１

東洋ビューティ株式会社中央研究所 東成区 東中本３－１３－８
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株式会社精硬 都島区 高倉町２-６-１５

株式会社サン・テクノス 都島区 善源寺町２-３-１６

株式会社ミルボン 中央研究所 都島区 善源寺町２-３-３５

株式会社コイケ 都島区 大東町１-１０-４

株式会社誠信 都島区 大東町２-７-６

サンクリーン 都島区 都島中通２-１０-１８

大東金属化学株式会社 都島区 都島中通３-１９-１１

白聖舎 都島区 都島南通２-６-１５

スーパーランドリー 都島区 都島南通２-７-２７

塚本鍍金工業株式会社 都島区 都島北通１-３-２３

上田ランドリー 都島区 都島北通１-１５-３０

都島パークドライセンター 都島区 都島北通２-１１-６

株式会社しらさぎ 都島区 都島北通２-２０-４

地方独立行政法人大阪市民病院機構 大
阪市立総合医療センター

都島区 都島本通２-１３-２２

スワンクリーニング商会 都島区 都島本通４-２２-７

ライフクリーナー しろきた 都島区 毛馬町２-１１-３４

有限会社野口電鍍 都島区 毛馬町４-１０-２

合同印刷精版株式会社 都島区 毛馬町５-１-３

新居金属製作所 都島区 毛馬町５-５-２１

日本オルガノン株式会社 医薬研究所 都島区 友淵町１-５-９０

クラリアントジャパン株式会社 TLPテ
クニカルセンター

都島区 友渕町１-５-９０

株式会社新興製作所 都島区 友渕町３-４-２２－２０８

事   業   場   名 行政区 所     在     地



天王寺，6/46ページ

NTT西日本大阪病院 天王寺区 烏ケ辻２-６-４０

竹村鍍金工業所 天王寺区 空清町１-２４

清堀写真製版株式会社 天王寺区 空清町６-１０

M.P Factory 天王寺区 国分町２-５

株式会社宏栄舎 天王寺区 上之宮町１０-４

東洋紡リビングサービス株式会社
 シェラトン都ホテル大阪事業所

天王寺区 上本町６-１-５５

紋政クリーニング店 天王寺区 真法院町１７-３

クリーニングハウスダック 天王寺区 生玉町-１２-１

石ケ辻サンシャインセンター 天王寺区 石ケ辻町８-１

医療法人　警和会
大阪警察病院付属臨床検査センター

天王寺区 石ケ辻町１４-１３

岡野鍍金工業所 天王寺区 東上町８-１７

地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所天王寺センター 天王寺区 東上町８-３４

財団法人化学物質評価研究機構 大阪事業所 天王寺区 堂ヶ芝１-６-５

株式会社関西理化学分析センター 天王寺区 南河堀町１-１０

大阪赤十字病院 天王寺区 筆ケ崎町５-３０

事   業   場   名 行政区 所     在     地
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株式会社フジ塗装 鶴見区 安田１-２-３１

株式会社森鍍金 鶴見区 安田３-１１-３

ダイトーケミックス株式会社 技術開発センター 鶴見区 茨田大宮３-１-７

株式会社梶鍍金工業所 本社工場 鶴見区 横堤１-５-３９

ホームドライ株式会社大阪支店 第２工場 鶴見区 横堤２-３-５

堀川化成株式会社 鶴見区 横堤４-９-３４

清光舎クリーニング横堤店 鶴見区 横堤４-１５-１６

吉川化成株式会社 鶴見区 横堤５－６－３４

丸石製薬株式会社 中央研究所 鶴見区 今津中２-２-１８

東京屋システム株式会社 今津中店 鶴見区 今津中３-６-２７

株式会社梶鍍金工業所 今津工場 鶴見区 今津中３-１１-３２

株式会社スーパークローム 鶴見区 今津中３-１２-９

有限会社平岡鍍金工業 鶴見区 今津中３-１２-３１

株式会社ヤマトグラビア製版所 鶴見区 今津中４-４-３０

株式会社都銘鈑製作所 鶴見区 今津中４-４-３４

株式会社東洋クリーニング 鶴見工場 鶴見区 今津南２-１-１４

ハタノクリ－ニング 鶴見区 今津南３-２-１

株式会社ＮＳＭ 鶴見区 今津北１-１-３２

内橋エステック株式会社 鶴見区 今津北２-９-１４

有限会社畑熱処理 鶴見区 今津北４-８-２９

日本ファスナー工業株式会社本社工場 鶴見区 今津北４－７－１８

和信化学工業株式会社 鶴見区 諸口１-１-７４

有限会社梅村電解研磨工業所 鶴見区 諸口１-１-７４

岡崎特殊製鋼株式会社 鶴見区 中茶屋１-５-４０

牛乳石鹸共進社株式会社 総合研究所 鶴見区 中茶屋２-１-１４

浪速ステンレス工業株式会社 鶴見区 中茶屋２-１-１０５

荒川化学工業株式会社 大阪工場 鶴見区 鶴見１-１-９

株式会社ニチフ端子工業 鶴見区 鶴見１-３-５８

事   業   場   名 行政区 所     在     地
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事   業   場   名 行政区 所     在     地

東洋製薬化成株式会社 城東工場 鶴見区 鶴見２-５-４

鹿田製版株式会社 鶴見区 鶴見４-５-５

サンライズ株式会社大阪研究所 鶴見区 鶴見４-６-２５

コニシ株式会社大阪研究所 鶴見区 鶴見４-７-９

有限会社ハナテン研磨工業所 鶴見区 放出東１-４-２８

株式会社勝光社 第一工場 鶴見区 放出東１-４-７

株式会社勝光社 本社工場 鶴見区 放出東１-８-１６

奥野製薬工業株式会社 第一工場 鶴見区 放出東１-１０-２５

奥野製薬工業株式会社
総合技術研究所　西棟

鶴見区 放出東１-１１-２４

センカ株式会社 鶴見区 放出東１-１７-３４

中眞アルミニウム工業株式会社 鶴見区 放出東３-１２-３４

株式会社太洋工作所 鶴見事業部 鶴見区 緑１-１５-４
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関西特殊光学株式会社 分工場 生野区 舎利寺１-４-１３

関西特殊光学株式会社 本社工場 生野区 舎利寺２-９-５

日本電子硝子株式会社 生野区 桃谷３-１４-１６

株式会社内山製作所 生野区 小路１-２１-１０

株式会社谷鍍金 生野区 小路２-３-３

竹島電解工業所 生野区 小路２-９-１７

旭特殊工業株式会社 生野区 小路東２-５-１９

米田アルマイト工業所 生野区 小路東４-１５-１３

太陽硬質クロム株式会社 生野区 小路東５-７-７

日之出電鍍株式会社 生野区 新今里３-１１-１７

高木電解研磨工業 生野区 新今里６-５-１７

朝日鍍金工業所 生野区 新今里７-２-１０

八王子鍍金工業所 生野区 新今里７-８-１４

内山工業所 生野区 生野西１-７-９

平賀鍍金工業所 生野区 生野西２-３-１５

株式会社かわさきクリーニング 生野区 生野西３-７-３

花房研磨工業所 生野区 生野東１-９-４

昭和計器工業株式会社 生野区 生野東３-１０-４７

株式会社内外工芸社 生野区 巽西１-２-３９

ロート製薬株式会社 生野区 巽西１-８-１

株式会社コダマ 生野区 巽西１-９-３５

山本鍍金工業株式会社 生野区 巽西２-１-３９

株式会社堀野鍍金 生野区 巽西２-２-１７

有限会社不動鍍金 生野区 巽西２-１０-１６

大阪電鍍化学工業株式会社 生野区 巽西２-１１-３０

大林工業株式会社 生野区 巽西２-１２-４

新栄鍍金工業所 生野区 巽西４-１-２７

昇栄技研 生野区 巽西４-３-１６

事   業   場   名 行政区 所     在     地
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事   業   場   名 行政区 所     在     地

竹中鍍金工業所 生野区 巽西４-３-１８

因幡鍍金工業株式会社 生野区 巽西４-９-７

株式会社有明 生野区 巽中２-２３-１

有限会社木村メッキ研磨工業所 生野区 巽東１-１６-１９

伸興樹脂株式会社 生野区 巽東２-７-２７

荻田光学株式会社 生野区 巽東２-１５-１９

山水エレクトロニクス株式会社巽工場 生野区 巽東４-５-１０

川端電鍍工業株式会社 生野区 巽南１-１-２３

森脇鍍金工業株式会社 生野区 巽南２-１２-２３

株式会社東研サーモテック 巽工場 生野区 巽南３-６-１０

有限会社アサヒ アサヒクリーニング 生野区 巽南３-７-９

大洋電鍍工業株式会社 生野区 巽南５-１２-２９

山川防錆󠄀工業株式会社 生野区 巽南５-１８-３８

久保家具金物株式会社 生野区 巽南５-１８-９

有限会社萬善鍍金 生野区 巽南５-３-１４

東亜デント株式会社 生野区 巽北１-３-１５

村尾鍍金工業株式会社 生野区 巽北１-７-１１

有限会社モリグチ 生野区 巽北１-８-３

株式会社トーア 生野区 巽北１-１４-２

株式会社双葉鍍金工業所 生野区 巽北１-１９-１２

国光鍍金工業株式会社 生野区 巽北１-２４-２３

日本電鍍工業株式会社 生野区 巽北１-２５-８

有限会社東洋鍍金工業所 生野区 巽北２-８-８

株式会社圓應鍍金工業所 生野区 巽北２-１１-２０

那智鍍金工業所 生野区 巽北２-１８-４

株式会社スミノ （錫工場） 生野区 巽北２-１９-５

株式会社スミノ （亜鉛工場） 生野区 巽北２-１９-１０

株式会社田中金属製作所 生野区 巽北３-２-８



生野，11/46ページ

事   業   場   名 行政区 所     在     地

株式会社新和鍍金 生野区 巽北３-５-９

株式会社新光鍍金 生野区 巽北３-１７-４

巽鍍金工業所 生野区 巽北３-１８-１４

株式会社日興電化工業所 巽工場 生野区 巽北３-２０-１７

永和電鍍工業株式会社 生野区 巽北４-１-３３

三栄産業株式会社 生野区 巽北４-５-１１

ヤマト産業株式会社 本社工場 生野区 巽北４-１１-１７

株式会社日興電化工業所 本社 生野区 中川２-２１-１６

有限会社正光鍍金工業所 生野区 中川４-１２-７

有限会社池原鍍金工業所 生野区 中川西１-１２-１１

宏栄舎 生野区 中川西２-４-１８

株式会社三陽金属 生野区 中川西２-１４-１１

サカエ鍍金工業所 生野区 中川西２-１４-７

有限会社電研 生野区 中川西３-５-１７

丸美化学 生野区 中川西３-７-１５

進興鍍金工業株式会社Ｂ工場 生野区 中川東１-８-２４

進興鍍金工業株式会社Ａ工場 生野区 中川東１-９-３

有限会社木村クローム工業所 生野区 中川東２-１２-９

小山田クリーニング 生野区 鶴橋２-１４-１１

青松鍍金工業所 生野区 鶴橋３-６-３２

有限会社福田鍍金工業所 生野区 鶴橋５-６-１３

有限会社上村塗装工業所 生野区 鶴橋５-２０-１５

玄田塗装工業所 生野区 田島２-２-２６

三陽工業株式会社 生野区 田島３-５-４３

太陽電解工業所 生野区 田島５-６-２４

有限会社土井鍍金工業所 生野区 田島５-２２-７

長坂鍍金工業所 生野区 桃谷２-２３-５２

有限会社ことぶきマーク 生野区 林寺３-２-８

クリーニングイケダ 生野区 林寺３-４-１



城東，12/46ページ

日伸工業株式会社　放出工場 城東区 永田１－１－２８

株式会社安井工芸社 城東区 永田１-２-２２

株式会社五協テック 城東区 永田１-４-１９

株式会社ジョートオ 城東区 永田２-２-２４

北池産業株式会社 城東区 永田３-４-２４

北海鍍金工業所 城東区 関目１-１７-２５

株式会社チエック 城東区 関目１-１８-１５

パーカー加工株式会社 古市工場 城東区 関目２-１６-１０

古市鍍金工業所 城東区 関目６-１５-１８

東大阪サンシャイン株式会社 城東区 今福西３-１５-３

有限会社京阪鍍金工業所 城東区 今福西６-３-８

オテック株式会社 城東区 今福東３-１-４０

タカケンサンシャイン株式会社大阪工場 城東区 今福東３-１７-２６

大研化学製造販売株式会社 今福工場 城東区 今福南１-３-６

岡崎電化鍍金所 城東区 鴫野西２-５-３８

株式会社日本プロトン 城東区 鴫野西２-７-２３

朝日化学工業株式会社 製造所 城東区 鴫野西４-１-２６

大城鍍金工業所 城東区 鴫野西５－２０－１２

タカラスタンダード株式会社 本社・大阪工場 城東区 鴫野東１-２-１

辻本鍍金有限会社 城東区 新喜多２-２-３５

一般財団法人大阪府警察職員互助会 洗濯工場 城東区 新喜多東１-８-１３

地方独立行政法人大阪産業技術研究所森之宮センター 城東区 森之宮１-６-５０

扶桑薬品工業株式会社研究開発センター 城東区 森之宮２-３-３０

有限会社昭和電鍍工業所 城東区 諏訪３-１２-３３

北野鍍金工業株式会社 城東区 中浜１-１７-１２

有限会社三和鍍金工業所 城東区 中浜２-９-７

岡本メッキ 城東区 中浜２-１０-２０

株式会社東信 城東区 中浜３-１-２１

事   業   場   名 行政区 所     在     地



城東，13/46ページ

事   業   場   名 行政区 所     在     地

大誠ブライト 城東区 天王田１-１７

有限会社樋富鍍金工業所 城東区 東中浜２-１３-８

株式会社城東化学 第一工場 城東区 東中浜２-１３-２０

株式会社城東化学 第二工場 城東区 東中浜２-１４-８

仲田電鍍株式会社 分工場 城東区 東中浜５-７-１８

KCCクリーニング 城東区 東中浜６-４-１４

砂田電鍍工業所 城東区 東中浜６-１５-１３

仲田電鍍株式会社 本工場 城東区 東中浜８-３-２８

三有電化株式会社 城東区 東中浜９-７-１

社会福祉法人恩賜財団済生会支部
大阪府済生会
大阪府済生会野江病院

城東区 古市１-３-２５

株式会社ヤマト銘板製作所 城東工場 城東区 放出西１-１-１２

西川産業株式会社 城東区 放出西１-８-１０

奥野製薬工業株式会社 第２工場 城東区 放出西２-１-２５

大研化学製造販売株式会社 本社工場 城東区 放出西２-７-１９

株式会社住化分析センター
テクニカルソリューション本部大阪ラ
ボラトリー
（放出地区）環境・操業分析グループ
環境・操業分析グループ

城東区 放出西２-１２-１３

株式会社小西製作所 城東区 蒲生２－２－１４

久保加工所 城東区 蒲生１－１１－１１



旭，14/46ページ

ワーキング株式会社 旭区 高殿１-１１-１６

生江亞鉛鍍金株式会社 旭区 高殿１-１１-１９

金光メッキ有限会社 旭区 高殿２-５-１９

株式会社ナクロ 旭区 高殿５-４-２６

一般財団法人ニッセンケン
品質評価センター 大阪事業所

旭区 新森１-５-２０

富田正金属工業株式会社 第一工場 旭区 新森４-２-３

旭鍍金工業株式会社 旭区 新森４-５-１６

富田正金属工業株式会社 本社工場 旭区 新森６-４-２９

株式会社太洋工作所 化成品事業部 旭区 森小路１-２-２７

沢井製薬株式会社 大阪研究所 旭区 生江１-８-１４

沢井製薬株式会社 製剤研究センター 旭区 赤川１-３-８

大東化成工業株式会社 大阪事業所 旭区 赤川１-６-２８

ダイサンリネン株式会社 旭区 赤川１-７-１８

浜鍍金工業所 旭区 赤川２-１-４

沢井製薬株式会社 研究開発センター 旭区 赤川２-７-４

株式会社村上衡器製作所 旭区 赤川２-１０-３１

霧島クリーニング商会 旭区 赤川３-３-９

有限会社こま 支店ニューこま 旭区 千林２-１０-１

有限会社こま 本店 旭区 千林２-６-４

松尾クリーニング店 旭区 太子橋３-１１-１４

クリーニングひまわり屋 旭区 大宮１-１７-２

精文工業有限会社 旭区 大宮１-２１-２

学校法人常翔学園　大阪工業大学 旭区 大宮５-１６-１

光洋化工株式会社 旭区 中宮１-１-２１

事   業   場   名 行政区 所     在     地



浪速，15/46ページ

桜川鍍金工業株式会社 浪速区 稲荷２-７-１４

村松製作所 浪速区 塩草３-３-１５

株式会社東邦微生物病研究所 浪速区 下寺３-１１-１４

岡本鍍金株式会社 浪速区 恵美須西３-８-３

上田クリーニング社 浪速区 元町２-２-７

有限会社ダックス クリーニング加賀屋本社工場 浪速区 芦原１-１-１

株式会社ハタナヤ本店 浪速区 日本橋東２-３-２０

株式会社クボタ 堺製造所浪速分工場 浪速区 敷津東２-１-２６

株式会社ナカタニ 浪速区 敷津西１-６-２

事   業   場   名 行政区 所     在     地



中央，16/46ページ

株式会社アインストーン 中央区 南新町１-４-８

ダイスタージャパン株式会社 中央区 安土町１-７-２０

京セラ株式会社 大阪玉造事業所 中央区 森ノ宮中央１-７-６

有限会社鈴木洗工社 中央区 玉造２-６-１１

株式会社高嶋堂 中央区 玉造２-１６-２１

一富士硝子工業所 中央区 松屋町６-１１

一般財団法人ボーケン品質評価機構 中央区 上町１-１８-１５

株式会社桃谷順天館 中央区 上町１-１８-１５

国家公務員共済組合連合会 大手前病院 中央区 大手前１-５-３４

中部近畿鉱山保安監督部近畿支部 中央区 大手前１-５-４４

一般財団法人大阪市環境保健協会 中央区 大手前２-１-７

株式会社ファルコバイオシステムズ
ファルコバイオシステムズ大阪

中央区 大手前２-２-２

大阪府警察本部 中央区 大手前３-１-１１

独立行政法人農林水産消費安全セン
ター
神戸センター 大阪事務所

中央区 大手前４-１-６７

独立行政法人製品評価技術基盤機構 中央区 大手前４-１-６７

近畿厚生局麻薬取締部 中央区 大手前４-１-７６

空堀ドライクリーニング 中央区 谷町６-１７-２３

中央鍍金工業株式会社 中央区 島之内１-１-６

株式会社東洋クリーニング長堀店 中央区 島之内１-２０-１０

ニュージャパン観光株式会社
ランドリーニュージャパン

中央区 道頓堀２-３-２８

株式会社環境水質研究所 中央区 内淡路町１-３-８

サンワ化学株式会社 中央区 内本町２-１-５

大阪エッチンググラス株式会社 中央区 南船場１-３-２１

株式会社ホワイトクリーニング 中央区 難波千日前４-３５

コインランドリーニシオ 中央区 日本橋２-１５-１６

藤井クリーニング株式会社 中央区 博労町１-４-２

事   業   場   名 行政区 所     在     地



中央，17/46ページ

事   業   場   名 行政区 所     在     地

株式会社白洋舎 大阪支店
淀屋橋パッケージプラント

中央区 北浜４-１-２４

大阪府警察本部 刑事部科学捜査研究所 中央区 本町１-３-１８

総合科学株式会社 中央区 和泉町１-１-１４

一般社団法人大阪府薬剤師会 試験検査センター 中央区 和泉町１-３-８

公益社団法人関西労働衛生技術センター 中央区 常磐町２-１-１２

公益財団法人日本防炎協会 大阪試験室 中央区 農人橋２-１-３０



大正，18/46ページ

ファッションクリーニングロイヤル西村 大正区 三軒家西１-８-１５

クリーンドライますや 大正区 三軒家西２-８-１２

株式会社空気清浄機サービス 大阪支社 大正区 三軒家西３-１１-１９

有限会社吉松工作所 大正区 三軒家東１-１６-３３

公益社団法人大阪食品衛生協会
食品検査センター

大正区 三軒家東２-１１-１３

大阪府食鳥検査センター 大正区 三軒家東２-１１-１３

大和鋼業株式会社 大正区 三軒家東３-１０-３８

シルバークリーニング 千島店 大正区 千島２-３-１２

株式会社泉尾鍍金工業所 大正区 泉尾１-２０-２０

大阪市立泉尾工業高等学校 大正区 泉尾５-１６-７

ササカプレーティング株式会社 大正区 泉尾７-１-４０

畑ハガネ株式会社 南恩加島工場 大正区 南恩加島２-８-２９

株式会社伸興第３工場 大正区 南恩加島５-８-１２

株式会社伸興 大正区 南恩加島５-８-８４

東亜合金株式会社 大正区 南恩加島６-９-１４

株式会社中研コンサルタント　大阪技
術センター

大正区 南恩加島７-１-５５

合資会社矢野クローム工業所 大正区 北村２-１-２１

社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪
府済生会済生会泉尾病院

大正区 北村３-４-５

株式会社空気清浄機サービス大阪支社 大正区 小林西１－１０－１５

CLEANING WHITE CITY 大正区 平尾３-２4-1２

高圧化学工業株式会社 大正区 鶴町５-１-1２

株式会社中山製鋼所 船町工場 大正区 船町１-１-６６

テイカ株式会社 大阪工場 大正区 船町１-３-４７

ラサ工業株式会社 大阪工場 大正区 船町１-３-８０

サンアグロ株式会社 大阪工場 大正区 船町１-３-８３

日立造船株式会社 築港工場 大正区 船町２-２-１１

株式会社グリーンラボ 大正区 船町２-２-１１

事   業   場   名 行政区 所     在     地



西成，19/46ページ

有限会社山下鍍金工業所 西成区 旭１-７-９

藤川金属工業株式会社 西成区 旭２-８-９

株式会社上間電鍍 西成区 旭３-９-１０

トミヤドライセンター 西成区 花園北２-１２-１９

三豊クリーニング 西成区 玉出西１-１１-１

有限会社エル・コーポレーション
 クリーニングエル

西成区 玉出西２-４-３

株式会社サトーセン 本社 西成区 玉出西２-２０-６５

クリーニングラッキー 西成区 玉出中１-５-１４

安田クリーニング 西成区 山王２-２-３３

西本鍍金工業所 西成区 出城１-８-１６

ビクタークリーニング 西成区 千本北１-１１-３２

新開パークドライセンター 西成区 千本北１-１２-１２

ファッション東田クリーニング店 西成区 太子１-１３-１１

光協鍍金株式会社 西成区 潮路１-４-３２

古林工業株式会社 鶴見橋工場 西成区 津守１-６-２２

阪大鍍金株式会社 西成区 長橋１-１２-２３

クリアウォーターＯＳＡＫＡ株式会社
水質分析センター

西成区 津守２-７-１３

株式会社サトーセン 西成区 津守３-７-２７

山本鍍金工業所 西成区 鶴見橋２-２-２０

株式会社小林製作所 西成区 天下茶屋１-１２-６

白誠舎クリーニング店 西成区 天下茶屋１-２９-１３

黒田鍍金株式会社 西成区 南開１-３-５

株式会社大阪アサヒメタル工場 西成区 南津守３-１-１７

株式会社吉野屋 エクセルクリーニング 西成区 南津守３-２-３１

古城クリーニング 西成区 南津守４-１-１０９

みづほ工業株式会社 テクニカルセンター内 西成区 南津守４-４-６

サクラ鍍金工業所 西成区 南津守４-４-１２

藤村工業株式会社 西成区 南津守４-４-１３

事   業   場   名 行政区 所     在     地



西成，20/46ページ

事   業   場   名 行政区 所     在     地

医療法人山紀会 山本第３病院 西成区 南津守４-5-20

エム・テクニック株式会社 西成区 南津守５-１-６０

株式会社センショー 本社工場 西成区 南津守５-２-６４

有限会社奥村メッキ 西成区 南津守５-７-２５

日管工業株式会社 西成区 南津守６-１-１１２

ササカ鍍金工業所 西成区 北津守２-７-２６



西，21/46ページ

医療法人きっこう会 総合病院
多根病院

西区 境川１-２-３１

有限会社福田屋 西区 江戸堀１-２０-１９

株式会社消費科学研究所 西区 江戸堀２-１-１

一般財団法人カケンテストセンター
 大阪事業所

西区 江戸堀２-５-１９

いであ株式会社大阪支社
環境コンサルタント事業部

西区 江戸堀３-２-２３

有限会社田原号クリーナー 新町営業所 西区 新町１-２２-１

有限会社富美屋クリーニング 西区 千代崎２-１４-７

一般財団法人関西環境管理技術センター 西区 川口２-９-１０

スリーナインアルマイト株式会社 西区 北堀江２－１７－９

一般財団法人カケンテストセンター
 大阪事業所　堀江ラボ

西区 南堀江１－７－４

事   業   場   名 行政区 所     在     地



港，22/46ページ

株式会社桃谷順天館 中央研究所 港区 市岡２-４-３０

松下電鍍工業株式会社 港区 市岡３-１９-２６

株式会社くらし科学研究所 港区 石田１-１-１４

エムパイヤ 第一支店 港区 三先２-１５-３７

一般財団法人ボーゲン品質
評価機構　大阪本部ビル

港区 築港１-６-３、１－６－４

独立行政法人地域医療機能推進機構 大
阪みなと中央病院

港区 築港１-８-３０

厚生労働省大阪検疫所 港区 築港４-１０-３

大阪税関 業務部分析部門 港区 築港４-１０-３

福田クリーニング 港区 八幡屋２-６-１９

株式会社日本医学臨床検査研究所
関西ラボ

港区 福崎１-１-５４

株式会社大浪鍍金工業所 港区 福崎１-３-８

大阪亞鉛鍍金株式会社 港区 福崎２-６-２４

大浪電解工業株式会社 港区 福崎２-８-２８

株式会社かんでんエンジニアリング
　福崎事業所

港区 福崎３-１-１７６

大阪クローム株式会社 港区 弁天１-６-１１

医療法人南労会 環境監視研究所 港区 弁天２-１-３０

株式会社エムパイヤ 本店 港区 夕凪２-５-２８

事   業   場   名 行政区 所     在     地



平野，23/46ページ

有限会社光洋舎 平野区 瓜破２-７-９

オーケーランドリー 平野区 瓜破５-４-８

Ｓ．Ｋドライ 平野区 瓜破東２-１-３７

西野クリーニング株式会社 平野区 瓜破西２-２-４

株式会社タブチ 平野区 瓜破南２-１-５６

松野工業株式会社 平野区 瓜破南２-３-６７

田村銘板製作所 平野区 加美正覚寺１-３-７

有限会社伸和工業 平野区 加美正覚寺１-５-６

田中メッキ工業所 平野区 加美正覚寺１-１４-１４

株式会社駒田工業所 平野区 加美正覚寺１-１６-５

三光アルマイト工業株式会社 平野区 加美正覚寺２-３-１２

松竹研磨株式会社 平野区 加美正覚寺３-６-３１

植田鍍金工業株式会社 平野区 加美正覚寺３-９-２５

澤田工業 平野区 加美正覚寺４-４-２４

株式会社宏正 平野区 加美西１-２-３

脇坂科学鍍金 平野区 加美西１-１６-２６

大森鍍金工業所 平野区 加美西２-７-５

株式会社ゲンショウ 平野区 加美西２-７-１４

日研工芸 平野区 加美東１-１５-１７

有限会社山口鍍金工業所 平野区 加美東２-２-６

三興工業株式会社 平野区 加美東２-３-１３

株式会社村上電子工学 平野区 加美東２-４-２０

勝井鍍金 平野区 加美東３-３-２２

立山工業株式会社 平野区 加美東３－４－８

有限会社カミトクシュ 平野区 加美東４-１-１１

東洋バレル技研株式会社 平野区 加美東４-５-１１

A.A.K.カラーアルマイト株式会社 大阪工場 平野区 加美東５-２-２１

事   業   場   名 行政区 所     在     地



平野，24/46ページ

事   業   場   名 行政区 所     在     地

有限会社ナニワグラビア 平野区 加美東５-２-３６

三晃工業所 平野区 加美東６-１１-３３

寺崎電気産業株式会社 加美工場 平野区 加美東６-１３-４７

株式会社加美塗装工業所 平野区 加美東７-２-２７

小西電鍍株式会社 平野区 加美南２-４-１９

株式会社ディーホークアイ 平野区 加美北１-５-９

有限会社新治メッキ 平野区 加美北１-１５-５

有限会社サーフェイス太平 平野区 加美北２-３-１２

株式会社八立製作所 平野第３工場 平野区 加美北２-４-５

中居メッキ工業所 平野区 加美北２-５-４１

共立ゴム工業株式会社 本社工場 平野区 加美北３-４-１６

大栄テクノ株式会社 平野区 加美北３-４-３１

東洋アルミニウム株式会社 平野工場 平野区 加美北３-５-２４

近畿鍍金工業所 平野区 加美北３-６-４

有限会社拓洋金属 平野区 加美北３-６-４４

有限会社光ホーニング 平野区 加美北３-６-６

有限会社山口アルマイト 平野区 加美北３-１１-５

株式会社アスカ 平野区 加美北３-１４-６

大和電化株式会社 平野区 加美北４-１-７

平和化学工業所 平野区 加美北４-１-２８

フジガラス工芸 平野区 加美北４-１-４０

大和技研株式会社 平野区 加美北４-２-１

徳田研磨工業株式会社 平野区 加美北４-５-４３

ミクロン工業株式会社 平野区 加美北４-６-３６

関西パイプ工業株式会社 本社工場 平野区 加美北４-８-４

株式会社大友鍍金 平野区 加美北５-２-３０

因幡鍍金工業株式会社 平野工場 平野区 加美北５-３-５１

株式会社誠起鍍金 平野区 加美北５-３-５１



平野，25/46ページ

事   業   場   名 行政区 所     在     地

有限会社アルバ 平野区 加美北５-５-３０

株式会社土井鍍金 平野区 加美北５-６-１

大一エンタープライズ株式会社 平野区 加美北５-１０-１２

山水エレクトロニクス株式会社 平野工場 平野区 加美北６-６-１５

株式会社ヒサエ 平野区 加美北６-１４-１

有限会社聖和工業 平野区 加美北６-１４-４０

株式会社ニッサチェイン 平野工場 平野区 加美北６-１４-４０

近藤研磨工業所 平野区 加美北７-３-１５

山水エレクトロニクス株式会社 加美工場 平野区 加美北７-６-３６

有限会社富士工業所 加美工場 平野区 加美北７-６-３６

山水エレクトロニクス株式会社 本社工場 平野区 加美北７-７-７

有限会社近畿化工 平野区 加美北７-７-１８

有限会社平野クメス 平野区 加美北７-７-２３

加美グラビア 平野区 加美北９-２-１０

関西装飾工業所 平野区 加美北９-３-２３

共和産業株式会社 平野工場 平野区 加美北９-３-２３

菊地金属工芸 平野区 加美北９-５-２４

北村鍍金工業所 平野区 加美北９-６-６

関西クローム株式会社 平野区 加美北９-９-２１

大阪真空化学株式会社 平野区 加美北９-１４-２９

有限会社西田鈑金 平野区 加美北９-１５-２０

ダイジェット工業株式会社 合金工場 平野区 加美北９-１６-１８

大和工業株式会社 平野区 加美北９-１６-２３

はま研磨所 平野区 加美北９-１７-３０

永和工芸株式会社 平野区 喜連５-５-６０

きょうわクリーニング 平野区 喜連西１-１２-１５

有限会社エースコーポレーション
 NEW ・CLEANER TANAKA

平野区 喜連東５-１-２



平野，26/46ページ

事   業   場   名 行政区 所     在     地

株式会社メデカジャパン・ラボラト
リー
関西ラボ

平野区 西脇２-６-１５

有限会社大阪彫芸 平野区 西脇２-９-４

株式会社浪速亜鉛 平野区 長吉出戸６-１５-４１

有限会社互光鉄工所 平野区 長吉出戸７-３-５１

株式会社アペックス 平野区 長吉出戸７-１２-７

グラスエッチング ジヴレ 平野区 長吉六反１-１-８５

株式会社トータル環境システム 平野区 長吉川辺３－３－８

株式会社日本電気化学工業所 　平野工場 平野区 平野宮町２-２-３２

桑田鍍金工業所 平野区 平野市町１-１-１８

有限会社辰巳鍍金工業所 平野区 平野上町１-１-１７

南海クリーニング店 平野区 平野東１-７-３２

平野金属工業株式会社 第2工場 平野区 平野東４-１-３３

大晃電解工業所 平野区 平野馬場１-４-３０

大河政電装工業所 平野区 平野馬場１-４-３１

平野鍍金工業所 平野区 平野北２-５-２

ハセガワクリーニング 平野区 流町４-１１-１４

西岡鍍金工業所 平野区 流町４-１３-１３



東住吉，27/46ページ

株式会社竹村マーク 東住吉区 杭全３-２-１１

清水工業株式会社 東住吉区 今川４-１４-４

大阪市健康局
大阪市中央卸売市場東部市場食品衛生
検査所

東住吉区 今林１-２-６８

有限会社協進製版 東住吉区 今林２-２７-９

有限会社三益製作所 東住吉区 今林４-１４-１１

近畿アルミ鍍金工業所 東住吉区 今林４-１８-１８

株式会社伊藤金属製作所 東住吉区 山坂１-７-２

株式会社満寿屋 第二工場 東住吉区 住道矢田９-９-２３

松屋クリーニング 東住吉区 照ケ丘矢田３-２-９

株式会社光陽銘板 東住吉区 照ケ丘矢田３-７-４１

クリーニング神戸 東住吉区 針中野４-１１-２０

石橋電鍍 東住吉区 西今川２-１-２３

あさひやクリーニング 東住吉区 西今川４-１６-１３

フタバクリーニング 東住吉区 鷹合１-１４-７

有限会社石橋鍍金工業所 東住吉区 鷹合２-１３-４

北田メッキ工業有限会社 東住吉区 鷹合４-１５-２７

一般財団法人日本文化用品安全試験所
大阪事業所

東住吉区 田辺３-１９-１４

有限会社北田クリーニング 東住吉区 田辺６-８-２

ピュアクリーニング近江屋 東住吉区 湯里２-１５-１４

あらいクリーニング 東住吉区 湯里２-１５-１７

トミヤクリーニング 東住吉区 湯里４-１-２３

クリーニングショップ　ハセガワ 東住吉区 南田辺３-１８-４３

有限会社クリーンライフ　コーヨー
駒川店

東住吉区 東田辺２-１-２

岩井精工株式会社 東住吉区 桑津１-２０-２３

三和電子サーキット株式会社 大阪第２工場 東住吉区 桑津３-２８-１

事   業   場   名 行政区 所     在     地



住吉，28/46ページ

平和製罐株式会社 住吉区 遠里小野４-１-２２

前川鍍金株式会社 住吉区 遠里小野４-８-９

まえかわ 住吉区 我孫子３-１０-１７

陽気屋ランドリー 住吉区 我孫子３-１２-９

大阪環境保全株式会社 住吉区 我孫子東２-６-１７

クリーニングさかもと 住吉区 我孫子東３-９-１３

近江屋クリーニング店 住吉区 苅田３-１２-１６

勝屋産業株式会社 シルバークリーニング 住吉区 苅田７-４-５

白星社 住吉区 苅田９-１２-１９

公立大学法人大阪  大阪市立大学 住吉区 杉本３-３-１３８

株式会社テンマ屋 住吉区 長居１-１１-２９

杉メッキ工房 住吉区 長居東１-１６-６

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｼｮｯﾌﾟしなのや 住吉区 長居東３-８-１６

クリーニングサカエ 住吉区 長居東４-１５-５

有限会社ＣＯＺＹ 住吉区 帝塚山東３-１１-９

岸上鍍金有限会社 住吉区 万代６-１８-１２

オガタ護膜株式会社 住吉区 清水丘１－６－２０

事   業   場   名 行政区 所     在     地



住之江，29/46ページ

株式会社ナニワ屋 御崎工場 住之江区 御崎６-４-２

愛媛屋 住之江区 住之江２-１０-１３

白成舎 住之江区 北島１-３-２９

日新光機株式会社 住之江区 新北島７-１-３１

株式会社宮本屋 本店 住之江区 西住之江１-９-１８

サンヨークリーニング 住之江区 中加賀屋３-６-１５

株式会社クリーニング天野 住之江区 中加賀屋４-３-２６

株式会社ワコーケミカル 住之江区 東加賀屋１-３-５

社会医療法人景岳会  南大阪病院 住之江区 東加賀屋１-１８-１８

トミヤクリーニング店 住之江区 東加賀屋２-５-２１

株式会社ナイス ﾗｲﾌｸﾘｰﾅｰ 南港店 住之江区 南港中２-１-１０９

一般社団法人日本海事検定協会
大阪理化学分析センター

住之江区 南港中６-２-４７

一般財団法人新日本検定協会
 ＳＫ阪神分析センター

住之江区 南港中６-２-５７

清和ウエックス株式会社 第２工場 住之江区 南港東１-４-３６

第一稀元素化学工業株式会社
ニューテックス事業所

住之江区 南港東１-５-２０

清和ウエックス株式会社 住之江区 南港東２-２-３９

中央産業株式会社GLセンター 住之江区 南港東２-２-４４

株式会社生活品質科学研究所
　南港検査センター

住之江区 南港東２-４-５４

株式会社大吉製作所 住之江区 南港東３-２-２

株式会社市川鋲螺製作所 住之江区 南港東３-２-１４

三島光産株式会社機工事業本部
 特化事業部 南港工場

住之江区 南港東３-３-６７

大阪税関　業務部　分析部門 住之江区 南港東４-１１-２８

大阪市健康局 大阪市食肉衛生検査所 住之江区 南港南５-２-４８

いであ株式会社 大阪支社 住之江区 南港北１-２４-２２

独立行政法人製品評価技術基盤機構 住之江区 南港北１-３６-１～４

株式会社消費科学研究所 住之江区 南港北２-１-１０

事   業   場   名 行政区 所     在     地
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事   業   場   名 行政区 所     在     地

シルバークリーニング泉屋 住之江区 粉浜３-１１-７

兼松サステック株式会社関西工場 住之江区 平林南１-２-５５

株式会社清水木材商会 住之江区 平林南１-４-２０

第一稀元素化学工業株式会社 住之江区 平林南１-６-３８

有限会社丸十工業所 住之江区 平林南２-１０-８３

近畿コンクリート工業株式会社 住之江工場 住之江区 平林北１-２-３５

越井木材工業株式会社 住之江区 平林北１-２-１５８

株式会社ダイカン 住之江区 平林北２-７-１０９

三島光産株式会社機工事業本部
 特化事業部 平林工場

住之江区 平林北２-９-１１１

株式会社コシイプレザービング 住之江区 平林北２-９-１４５

有限会社住吉理研工業 住之江区 北加賀屋２-３-１

オーエム工業株式会社 住之江区 北加賀屋３-３-４４

有限会社ユナテック 住之江区 北加賀屋５-４-１９

株式会社センショー　加賀屋工場 住之江区 北加賀屋５-５-８７

株式会社かんでんエンジニアリング
関西電力敷津変電所内
ＰＣＢ無害化処理場

住之江区 北加賀屋５-８-２３

有限会社板倉硝子加工所 住之江区 緑木２-４-１５
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西日本旅客鉄道株式会社 大阪鉄道病院 阿倍野区 松崎町１-２-２２

ツジカワ株式会社 阿倍野区 阿倍野筋３-２-１９

公立大学法人大阪　大阪市立大学医学部 阿倍野区 旭町１-４-３

公立大学法人大阪　大阪市立大学医学部附属病院 阿倍野区 旭町１-５-７

寿屋クリーニング店 阿倍野区 王子町３-１３-２３

ダイシンクリーニング 阿倍野区 阪南町３-４０-７

有限会社金華化学工業所 阿倍野区 松虫通３-７-１５

和光鍍金株式会社 阿倍野区 天王寺町南２-１５-１５

青光放電管工業株式会社 阿倍野区 天王寺町北２-１５-３

しみぬき工房クリーニングニシムラ 阿倍野区 天王寺町北２-２-１８

事   業   場   名 行政区 所     在     地
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大阪市立東淀工業高等学校 淀川区 加島１-５２-８１

アステラス製薬株式会社 加島事業場 淀川区 加島２-１-６

大阪アルマイト株式会社 淀川区 加島２-７-６６

田辺三菱製薬株式会社 加島事業所 淀川区 加島３-１６-８９

日本化学機械製造株式会社 淀川区 加島４-６-２３

株式会社ホームドライ 淀川工場 淀川区 宮原１-１４-９

沢井製薬株式会社 本社・研究所 淀川区 宮原５-２-３０

京セラ株式会社 京セラメディカルリサーチセンター 淀川区 西宮原１－５－１４

株式会社如水社 淀川区 三国本町３-９-３４

株式会社ガンマー分析センター 淀川区 三国本町２-１０-１３

住友化学工業株式会社 淀川区 三国本町２-１０-１６

株式会社高南無機 淀川区 三国本町２-１３-５９

日本製缶工業株式会社 淀川区 三津屋北３-３-９

有限会社ケー・ピー・シー 淀川区 三津屋中１-３-２０

有限会社三津屋電化工業所 淀川区 三津屋中２-１３-４

株式会社カサタニ 本社工場 淀川区 三津屋中２-１５-２１

株式会社カサタニ 第三工場 淀川区 三津屋中３-２-１０

株式会社カサタニ 第五工場 淀川区 三津屋中３-２-３５

装美株式会社 淀川区 三津屋中３-２-５

帝国技研株式会社 淀川区 三津屋中３-４-３８

株式会社カサタニ 第一工場 淀川区 三津屋中３-５-３２

株式会社ニホンゲンマ 淀川区 三津屋中３-８-１０

株式会社ダイエーホーム 丸宮熔接工業所 淀川区 三津屋中３-１０-３５

株式会社共進電機製作所 淀川区 三津屋南２-６-１６

株式会社成晃 淀川区 三津屋南２-１４-２２

八洲化工機株式会社 淀川区 三津屋南３-１-２２

事   業   場   名 行政区 所     在     地

田辺三菱製薬工場株式会社 加島事業所 加島３-１６-８９淀川区
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事   業   場   名 行政区 所     在     地

帝国電器株式会社 淀川区 三津屋南３－１４－１２

アルファ化学工業株式会社 淀川区 三津屋北３-３-９３

Ｗマルイ洗工場 淀川区 十三本町１-２４-１０

武田技研サービス株式会社 Ｃ６７棟 淀川区 十三本町２-１７-８５

武田技研サービス株式会社 第５技術棟 淀川区 十三本町２-１７-８５

武田コンシューマーヘルスケア株式会
社 十三ＣＭＣセンター

淀川区 十三本町２-１７-８５

スペラファーマ株式会社 淀川区 十三本町２-１７-８５

株式会社シンタク 淀川区 十八条２-４-６９

水上メッキ工業株式会社 淀川区 十八条２-１２-１２

株式会社エステートキシモト 淀川区 十八条２-１５-６

株式会社松野園製薬所 淀川区 十八条２-１８-９０

株式会社ナイス　淀川工場 淀川区 新高１-７-２９

株式会社尾河鍍金工業所 淀川区 新高２-３-２

星光環測ビル管理株式会社 水質検査室 淀川区 新北野１-８-１７

バイエル薬品株式会社 三国オフィス 淀川区 西宮原２-６-６４

パリーヤドライクリーニング 淀川区 西三国１-１２-６

田中ドライクリーニング 淀川区 西三国３-２０-７

株式会社住化分析センター
淀川ラボラトリー

十三本町２-１７-８５淀川区

武田薬品工業株式会社　大阪工場 十三本町２-１７-８５淀川区
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事   業   場   名 行政区 所     在     地

株式会社田岡化学分析センター 淀川区 西三国４-２-１１

武本工業 淀川区 西中島２-７-３１

株式会社ＢＬＭコーポレーション 淀川区 西中島５-７-１１

サーモフィッシャーサイエンティ
フィック株式会社　大阪支店

淀川区 西中島６-３-１４

塚本サンシャイン 淀川区 塚本２-１５-２

奥井工業株式会社 淀川区 塚本５-１０-２５

小川鍍金有限会社 淀川区 塚本５-１０-２８

不二特殊工業株式会社 淀川区 塚本５-１２-２０

大建鍍金工業株式会社 淀川区 田川２-６-１４

タク産業株式会社 淀川区 田川２-８-２３

株式会社UACJ金属加工　大阪工場 淀川区 田川３-８-３９

有限会社淡路鍍金工業所 淀川区 田川３-１２-４０

エヌエス環境株式会社大阪支社 淀川区 田川北２-４-６６

土井特殊鍍金工業株式会社
表面処理加工部

淀川区 田川北３-３-２

繁栄クローム工業株式会社 淀川区 田川北３-６-１１

サンコー鍍金工業所 淀川区 田川北３-８-７

磯貝鋲螺工業株式会社 田川工場 淀川区 田川北３-８-９

有限会社高雄鍍金工業所 淀川区 田川北３-８-１２

株式会社古川工業所 淀川区 田川北３-８-４４

戸越アルマイト工業株式会社 淀川区 田川北３-８-４７

赤瀬工業株式会社 淀川区 田川北３-９-１３

ホワイトハウス 淀川区 東三国１-１-８

オーミ屋 淀川区 東三国２-５-５

有限会社旭ランドリー 淀川区 東三国２-３７-５

クリーニングスマイル 淀川区 東三国４-８-１３

帝国社 淀川区 東三国５-５-２７

田岡化学工業株式会社 淀川工場 淀川区 西三国４-２-１１
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事   業   場   名 行政区 所     在     地

アカノクリーニング 淀川区 東三国６-２１-２３

有限会社三和ドライ 淀川区 木川東２-２０-１０

日水化学株式会社 淀川区 野中南２-１１-２０

健栄製薬株式会社 十三工場 淀川区 野中南２-１２-１７

株式会社ハクキン 淀川区 野中北１-１-７６

株式会社長輝 淀川区 野中北１-１２-１４

酒井硝子株式会社 淀川区 野中北２-５-２１

株式会社日阪製作所 淀川事業所 淀川区 野中北２-５-２７

森田化学工業株式会社 神崎川事業所 淀川区 東三国３-１２-１０

株式会社ビー・エム・エル BML新大阪 淀川区 宮原３－７－７
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株式会社ノブレス 北区 松ヶ枝６-７

大阪府済生会 中津病院 北区 芝田２-１０-３９

公益財団法人田附興風会 医学研究所
北野病院　医学研究所

北区 神山町７８-１

日本水処理工業株式会社 北区 菅原町８-１４

綿久リネン株式会社
WESTIN HOTEL内クリーンニング所

北区 大淀中１-１-２０

株式会社東洋クリーニング 北区 大淀中２-２-２２

TOMATEC株式会社 北区 大淀北２-１-２７

サンシャインクリーニング 北区 中崎１-５-２１

株式会社消費経済研究所 大阪事業所 北区 中津１-６-２８

株式会社かんでんエンジニアリング
関西電力豊崎変電所内
ＰＣＢ無害化処理場

北区 中津２-９-４７

富士商会 北区 中津３-１１-１

三洋テクノマリン株式会社 大阪支社 北区 中津６-４-５

一般財団法人住友病院 北区 中之島５-３-２０

共同リネンサプライ株式会社 大阪支社
リーガロイヤル事業所

北区 中之島５-３-６８

有限会社豊国ランドリー 北区 長柄中１-７-１７

株式会社グラビアジャパン 北区 長柄中３-１２-９

有限会社辻コンフォート 辻クリ－ニング 北区 天神橋３-１０-２０

独立行政法人造幣局 北区 天満１-１-７９

学校法人重里学園 日本分析化学専門学
校

北区 天満２-１-８

株式会社帝国ホテル 帝国ホテル大阪 北区 天満橋１-８-５０

栄照明 北区 天満橋３-２-１６

株式会社IMAGICA Lab.大阪プロダクションセンター 北区 同心１-８-１４

ダイケンエンジニアリング株式会社 北区 堂島１-５-１７

東洋紡リビングサービス株式会社
大阪ヒルトン事業所

北区 梅田１-８-８

事   業   場   名 行政区 所     在     地



北，37/46ページ

事   業   場   名 行政区 所     在     地

共同リネンサプライ株式会社
大阪支店リッツランドリー工場

北区 梅田２-５-２５

光鍍金工業株式会社 北区 豊崎３-１５-２

東洋産業株式会社ラマダホテル大阪ラ
ンドリー室

北区 豊崎３-１６-１９

大阪回生病院 北区 豊崎４-６-６

古谷鍍金工業株式会社 北区 豊崎５-４-１６

サンヨークリーニング 北区 浪花町４-２２

公益社団法人関西労働衛生技術センター 北区 浪花町１３-３８

株式会社日本医学臨床検査研究所
大阪中央ラボ

北区 末広町３-３

独立行政法人産業技術総合研究所
関西センター大阪扇町サイト

北区 扇町２-６-２０

公益財団法人田附興風会
医学研究所北野病院

北区 扇町２-４-２０

学校法人　大阪滋慶学園
大阪医療技術学園専門学校第1校舎

北区 東天満２－１－３０
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参天製薬株式会社 東淀川区 下新庄３-９-１９

静和精版印刷株式会社 東淀川区 下新庄５-２-２

有限会社脇研磨工業所 東淀川区 柴島１-６-３９

株式会社大阪血清微生物研究所 東淀川区 柴島２-２-２０

株式会社畑中本店 東淀川区 小松１-１０-３５

住化エンビロサイエンス株式会社上新庄事業所 東淀川区 小松２-１５-５２

松垣薬品工業株式会社 東淀川工場 東淀川区 小松４-１７-８

太陽ドライクリーニング 東淀川区 小松５-１-１７

大和化学工業株式会社 東淀川区 上新庄３-１-１１

新庄工業株式会社 東淀川区 上新庄３-１９-８

富士クリーニング工場 東淀川区 瑞光２-７-２４

有限会社エコーコーポレーション 東淀川区 瑞光３-９-４

有限会社ベストクリーニング 東淀川区 瑞光４-１２-５

株式会社三社電機製作所 研究所 東淀川区 西淡路３-１-５６

トーア興発株式会社
コインランドリー エムズ 新大阪店

東淀川区 西淡路４-１５-２３

株式会社藤井精密回転機製作所 東淀川区 西淡路４-２５-４

不二ダイス工業株式会社 東淀川区 西淡路５-１８-２

大道化学工業所 東淀川区 大桐２-５-１８

株式会社永廣堂本店 東淀川区 大桐２-１８-４３

田中夏株式会社 東淀川区 大桐４－４－４３

ハイクリーナー丸正 東淀川区 大桐５-１４-２７

株式会社エスアールエル・ラボ・クリ
エイト
ＹＣＨ・エスアールエルラボラトリー

東淀川区 淡路２－３－３４

宗教法人在日本南プレスビテリアン
ミッション淀川キリスト教病院腎クリ
ニック

東淀川区 淡路２－３－３４

クリーニングいこま 東淀川区 淡路２-６-４

株式会社近畿環境技術センター 東淀川区 淡路３-１３-２１

姫路屋クリ－ニング 東淀川区 淡路５-１０-１５

事   業   場   名 行政区 所     在     地
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事   業   場   名 行政区 所     在     地

株式会社片山化学工業研究所 本社 東淀川区 東淡路１-６-７

大洋香料株式会社 研究所 東淀川区 東淡路１-６-２７

近江屋高級クリーニング株式会社 東淀川区 東淡路２-６-６

株式会社片山化学工業研究所 本社 東淀川区 東淡路２-１０-１５

クリーニングショップ ニシカワ 東淀川区 東中島４-８-３

日本環境課 大阪支店 東淀川区 豊新４－６－２３

株式会社かつら商会 クリーニング桂 東淀川区 豊新４-２３-１３

ユーロフィン日本環境株式会社 大阪事業所 東淀川区 豊里１－７－２３
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大日本住友製薬株式会社大阪総合センター 福島区 海老江１-５-５１

株式会社ナリス化粧品 福島区 海老江１-１１-１７

東洋クローム工業株式会社 福島区 海老江８-１６-３８

広島屋ランドリー 福島区 玉川４-１-１２

株式会社関西遠心分離機製作所 福島区 鷺洲１-８-８

タカハシクリーニング 福島区 鷺洲２-１０-５

塩野義製薬株式会社福島分室 福島区 鷺洲５-１２-４

株式会社カブトヤクリーニング 本社 福島区 大開２-１１-１９

株式会社カブトヤクリーニング 第２工場 福島区 大開２-１９-１４

一般財団法人全国調味料・野菜飲料検査協会
 大阪検査所 福島区 大開２-１９-２２

福島メッキ工業株式会社 福島区 大開３-１-４０

テクノ電子株式会社 福島区 大開３-１-５９

嶋本クリニング 福島区 大開３-２-２３

レンゴー株式会社 中央研究所 福島区 大開３-５-５

レンゴー株式会社　淀川工場 福島区 大開４-１-１８６

関西電力株式会社 関西電力病院 福島区 福島２-１-７

独立行政法人地域医療機能推進機構 大阪病院 福島区 福島４-２-７８

有限会社井澤工業所 福島区 福島６-１９-１７

有限会社吉川クリーニング店 福島区 福島７-５-５

株式会社三好屋クリーニング 福島区 福島８-１１-１５

大阪市健康局
大阪市中央卸売市場食品衛生検査所

福島区 野田１-１-８６

丸西屋クリーニング 福島区 野田２-５-４

株式会社ダイヘン兼平工場 福島区 野田６-２-１０

事   業   場   名 行政区 所     在     地
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昭和クローム工業所 西淀川区 歌島１-２５-１０

有限会社共栄工業所 西淀川区 歌島１-２５-１１

住友化学株式会社 大分工場（歌島） 西淀川区 歌島３-１-２１

株式会社野村鍍金 大阪工場 西淀川区 歌島３-３-１６

江崎グリコ株式会社 西淀川区 歌島４-６-５

グリコ栄養食品株式会社 西淀川区 歌島４-６-５

平伸アルマイト株式会社 西淀川区 歌島４-８-２５

産陽鍍金株式会社 西淀川区 御幣島１-７-９

東洋冶金工業株式会社 西淀川区 御幣島２-６-２

白光株式会社 西淀川区 御幣島２-８-４

前田鍍金株式会社 西淀川区 御幣島３-８-２４

田中亜鉛鍍金株式会社 西淀川区 御幣島５-１-１

大阪精密鋼業株式会社 西淀川区 御幣島５-３-１５

株式会社三宅製作所 西淀川区 御幣島５-６-９

三宝工機株式会社 西淀川区 御幣島５-１３-４

繁栄クローム工業株式会社 西淀川区 御幣島６-３-１６

株式会社関西メッキ 西淀川区 千舟１-２-４

株式会社豊田製作所 西淀川区 千舟１-５-５８

古川製作所 西淀川区 千舟３-４-２０

常畑製作所 西淀川区 千舟３-４-２０

丸富株式会社 西淀川区 千舟３-６-１９

新日本電鍍工業所 西淀川区 大和田２-１-５

クリーニングすず屋 西淀川区 大和田６-１-１２

新家工業株式会社 関西工場 西淀川区 竹島１-１-５９

明治製菓株式会社 淀川工場 西淀川区 竹島２-６-１０

日本圧着端子製造株式会社
大阪技術センター

西淀川区 竹島３-９-２３

有限会社勝岡鍍金 西淀川区 竹島４-８-１４

安治川鉄工株式会社 西淀川区 竹島４-１１-８８

事   業   場   名 行政区 所     在     地
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事   業   場   名 行政区 所     在     地

田中亜鉛鍍金株式会社 中島工場 西淀川区 中島２-２-５７

稀産金属株式会社 西淀川区 中島２-１３-５７

株式会社丸正メッキ所 西淀川区 中島２-１３-７８

株式会社泰平工業所 西淀川区 中島２-１３-８０

西淀鍍金団地協同組合 共同排水処理場 西淀川区 中島２-１３-８４

三和リース株式会社（関西工業） 西淀川区 中島２-１３-９０

姫島鍍金工業株式会社 西淀川区 中島２-１３-９０

三和リース株式会社（アートギルディング） 西淀川区 中島２-１３-９０

吉田起工工業株式会社 西淀川区 中島２-１３-９０

大同鉄化研究所 西淀川区 中島２-１３-９０

興和化工株式会社 西淀川区 佃１-１３-１６

株式会社三和硬質メッキ工業所 西淀川区 佃２-３-９

株式会社中外ケミテック 西淀川区 佃４-３-２６

株式会社広瀬製作所 西淀川区 佃４-５-１２

東邦鍍金工業株式会社 西淀川区 佃４-１４-１３

株式会社ニホン被膜研究所 西淀川区 佃５-４-３６

株式会社大阪鉛錫精錬所 西淀川区 佃５-６-４５

那須電機鉄工株式会社 大阪第二分工場 西淀川区 佃６-１-２０

株式会社末広商会 西淀川区 佃６-５-６

マルエークリーニング 西淀川区 姫島１-２３-２３

株式会社吉岡鍍金工業所 第２工場 西淀川区 姫島２-１６-２４

ロックペイント株式会社 大阪工場 西淀川区 姫島３-１-４７

住電ファインコンダクタ株式会社 姫島工場 西淀川区 姫島３-２-２３

株式会社エヌ・イーサポート 大阪支店 西淀川区 姫島５-４-１０

株式会社吉岡鍍金工業所 本社 西淀川区 姫島５-５-２

株式会社野村鍍金 大阪工場 西淀川区 姫島５-１２-２０

株式会社近藤技研工業 第二工場 西淀川区 姫島５-１３-５

株式会社近藤技研工業 西淀川区 姫島６-３-１０
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事   業   場   名 行政区 所     在     地

株式会社旭銘板 西淀川区 姫島６-４-２８

株式会社ミクロインダストリー 西淀川区 姫島６-１０-３０

トーコウメッキ 西淀川区 姫島６-１０-３０

有限会社興亜鍍金工業所 西淀川区 姫里２-９-２０

ラーヂ鍍金工業株式会社 西淀川区 姫里３-３-１２

不二精工株式会社 西淀川区 姫里３-５-４

株式会社旭東電機産業 南工場 西淀川区 百島１-３-６６

ダイト工業株式会社 西淀川区 百島２-１-１０

株式会社淀川製鋼所 大阪工場 西淀川区 百島２-１-２１

有限会社グリット工業 西淀川区 百島２-１-１７７

株式会社前田製作所 西淀川区 福町１-１-２４

株式会社ＴＯＮＥＺ 大阪工場 西淀川区 福町１-６-２０

旭化成ファインケム株式会社 開発製造所 西淀川区 福町１-８-７

有限会社北村鍍金工業所 西淀川区 福町２-２-５

繁栄クローム工業株式会社 福町工場 西淀川区 福町３-２-５６

株式会社ミクロインダストリー 西淀川区 福町３-３-５２

株式会社かんでんエンジニアリング
関西電力福変電所内
ＰＣＢ無害化処理場

西淀川区 福町３-１２-５及び１７－１

有限会社西成鍍金工業所 西淀川区 野里１-８-８

旭グリーム工業株式会社 西淀川区 大野１-７-６

松田産業株式会社 環境事業部 大阪営業所 西淀川区 大野３-１-２１

大阪化成株式会社大阪工場 西淀川区 中島２-６-１１

エー・アンド・エイチ・ジャパン株式
会社
本社工場

西淀川区 西島１-２-１５２
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四貫島ラビットドライ 此花区 四貫島２-２７-１３

住友化学株式会社大阪工場 此花区 春日出中３-１-９８

住友化学株式会社 工業化技術研究所 此花区 春日出中３-１-９８

住友化学株式会社 健康・農業関連事業研究所 此花区 春日出中３-１-９８

住友化学株式会社 情報電子化学品研究所 此花区 春日出中３-１-９８

住友化学株式会社 生物環境科学研究所
（LR-05、LR-07、LR-10）

此花区 春日出中３-１-９８

住友化学株式会社 先端材料開発研究所 此花区 春日出中３-１-９８

大日本住友製薬株式会社 大阪研究所 此花区 春日出中３-１-９８

日本エイアンドエル株式会社
研究開発センター ラテックスグループ

此花区 春日出中３-１-９８

朝日化学工業株式会社 研究開発部 此花区 春日出中３-１-９８

住化ケムテックス株式会社 此花区 春日出中３-１-９８

住化ポリカーボネート株式会社 応用開発研究所 此花区 春日出中３-１-９８

株式会社住化分析センター テクニカル
ソルーション本部　大阪ラボラトリー

此花区 春日出中３-１-１３５

朝日化学工業株式会社 生産管理部 大阪工場 此花区 春日出南３-１

株式会社ハーマンプロ 此花区 春日出南３-２-１０

クリーニングショップつるや 此花区 春日出北１-５-１１

中山金属工業株式会社 此花区 春日出北２-２０-１４

日本クイック工業株式会社 此花区 西九条３-４-１８

西九条クリーニング 此花区 西九条３-１１-１８

住友電気工業株式会社 大阪製作所 此花区 島屋１-１-３

住友電工テクニカルソリューションズ
株式会社
分析計測事業部西部統括部大阪分析計
測センター
大阪分析計測センター

此花区 島屋１-１-３

ダイカン株式会社 此花区 島屋２-１１-６３

株式会社ジェイ・パワーシステムズ
 大阪事業所

此花区 島屋１-１-３

事   業   場   名 行政区 所     在     地
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事   業   場   名 行政区 所     在     地

株式会社ソイル環境科学研究所 此花区 島屋３-６-１８

大阪市立此花総合高等学校 此花区 酉島２-３-１６

大阪ガスケミカル株式会社
OGCグループ商品開発センター

此花区 酉島５-１１-６１

大阪ガスケミカル株式会社
OGCグループ商品開発センター西地区

此花区 酉島５-１１-６１

Daigasエナジー株式会社 エネルギー事
業部ビジネス開発部

此花区 酉島５-１１-６１

株式会社ＫＲＩ 新エネルギーデバイス
研究開発部

此花区 酉島５-１１-１５１

大阪ガスケミカル株式会社 ＯＧＣグ
ループ　電極材料開発センター

此花区 酉島５-１１-１５１

株式会社大阪鉛錫精錬所 酉島事業所 此花区 酉島５-１１-１１７

株式会社ＫＲＩ 解析研究センター 此花区 酉島６-１９-９

ドライショップいこま 此花区 梅香３-１１-１６

クリーニングアサヒ 此花区 梅香３-３１-１２

関西電力株式会社 環境室柱上変圧器
資源リサイクルセンター

此花区 梅町１-１-１１

西日本洗機株式会社 梅町作業所 此花区 梅町２-２-４５

アスト株式会社 梅町ターミナル 此花区 梅町２-５-４

協同組合大阪廃酸処理センター 此花区 北港２-１-７１

西日本洗機株式会社 本社作業所 此花区 北港２-１-７５

西日本洗機株式会社 北港作業所 此花区 北港２-２-６４

日新製鋼株式会社 大阪製造所 此花区 桜島２-１-２６

中間貯蔵・環境安全事業株式会社 大阪
ＰＣＢ処理事業所　（大阪ＰＣＢ廃棄
物処理施設）

此花区 北港白津２－４－１３

大阪ガス株式会社エネルギー技術研究所 此花区 酉島６-１９-９
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事   業   場   名 行政区 所     在     地

株式会社太洋テクノサービス 此花区 常吉１-１-６０

株式会社此花鍍金工業所 此花区 常吉２-３-８

東興鉄工株式会社 此花区 常吉２-３-１９

株式会社友電舎 第１工場 此花区 常吉２-３-４７

株式会社友電舎 第２工場 此花区 常吉２-４-６

株式会社ユーデンテクノ 此花区 常吉２-４-８

ユーデングループHD株式会社 此花区 常吉２-４-８

東南興産株式会社 此花区 常吉２-１０-３９

日本製鉄株式会社  関西製鉄所 此花区 島屋５-１-１０９

日鉄テクノロジー株式会社 阪神事業所
大阪試験部

此花区 島屋５-１-１０９


