
特定建築物施設一覧

令和４年３月31日時点

No 施設名称 施設所在地

1 ぷららてんま 北区池田町３番１号

2 東横ＩＮＮ大阪天神橋筋六丁目 北区浮田２丁目３番１７号

3 大阪駅前ダイヤモンド地下街 北区梅田１丁目

4 大阪駅前第３ビル 北区梅田１丁目１番３号

5 大阪駅前第２ビル 北区梅田１丁目２番２号

6 大阪駅前第１ビル 北区梅田１丁目３番１号

7 吉本ビルディング 北区梅田１丁目８番１６号

8 大阪第一生命ビルディング 北区梅田１丁目８番１７号

9 大阪マルビル 北区梅田１丁目９番２０号

10 梅田ＤＴタワー 北区梅田１丁目１０番１号

11 大阪駅前第４ビル 北区梅田１丁目１１番４号

12 イーマ 北区梅田１丁目１２番６号

13 東京建物梅田ビル 北区梅田１丁目１２番１２号

14 ＪＲＥ梅田スクエアビル 北区梅田１丁目１２番１７号

15 大阪梅田ツインタワーズ・サウス 北区梅田１丁目１３番１３号

16 桜橋御幸ビル 北区梅田２丁目１番３号

17 レイズ　ウメダビル 北区梅田２丁目１番２１号

18 野村不動産西梅田ビル 北区梅田２丁目１番２２号

19 第二吉本ビルディング 北区梅田２丁目２番２号

20 梅田阪神第２ビルディング 北区梅田２丁目２番２２号

21 ブリーゼタワー 北区梅田２丁目４番９号

22 阪神産經桜橋ビル 北区梅田２丁目４番１３号

23 西梅田サンケイビル 北区梅田２丁目５番２号

24 千代田ビル　西館 北区梅田２丁目５番４号

25 桜橋八千代ビル 北区梅田２丁目５番６号

26 梅田阪神第１ビルディング 北区梅田２丁目５番２５号

27 パシフィックマークス西梅田 北区梅田２丁目６番２０号

28 大阪ステーションシティ　サウスゲートビルディング 北区梅田３丁目１番１号

29 エキマルシェ大阪 北区梅田３丁目１番１号

30 大阪ステーションシティ　ノースゲートビルディング 北区梅田３丁目１番３号

31 大阪モード学園・ＨＡＬ大阪 北区梅田３丁目３番１号

32 大和ハウス大阪ビル 北区梅田３丁目３番５号

33 梅田ダイビル 北区梅田３丁目３番１０号

34 明治安田生命　大阪梅田ビル 北区梅田３丁目３番２０号

35 マルイト西梅田ビル 北区梅田３丁目３番４５号

36 ハートンホテル西梅田 北区梅田３丁目３番５５号

37 毎日新聞大阪本社ビル・毎日インテシオビル 北区梅田３丁目４番５号

38 カンテレ扇町スクエア 北区扇町２丁目１番７号

39 大阪市北区総合庁舎　（区役所・保健所・区民センター） 北区扇町２丁目１番２７号

40 扇町小学校 北区扇町２丁目７番２４号

41 ヨドバシ梅田タワー 北区大深町１番１号

42 グランフロント大阪北館 北区大深町３番１，６０号

43 グランフロント大阪　うめきた広場 北区大深町４番１号

44 グランフロント大阪　南館 北区大深町４番２０号

45 日本ペイントホールディングス株式会社ビル 北区大淀北２丁目１番２号

46 ウェスティンホテル大阪 北区大淀中１丁目１番２０号

47 日本郵便株式会社　大阪北郵便局 北区大淀中１丁目１番５２号

48 梅田スカイビル 北区大淀中１丁目１番８８号

49 日本郵便株式会社　近畿支社大淀分館 北区大淀中１丁目３番６号

50 三宝電機株式会社本社ビル 北区大淀中１丁目５番１号

51 大阪医専 北区大淀中１丁目１０番３号

52 オーエムビルディング 北区大淀中１丁目１６番７号

53 青木あすなろ建設株式会社　大阪本店 北区大淀南１丁目４番１５号

54 ケイヒン梅田ビル 北区大淀南１丁目５番１号

55 ＪＴ大阪ビル 北区大淀南１丁目５番１０号

56 ザ・シンフォニーホール 北区大淀南２丁目３番３号

57 学校法人金蘭会学園 北区大淀南３丁目３番７号
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58 東阪急ビル 北区角田町１番１号

59 阪急ファイブ　アネックス 北区角田町１番１２号

60 シログチビル 北区角田町２番１５号

61 エスト 北区角田町３番２５号

62 梅田楽天地ビル 北区角田町５番１号

63 ＨＥＰファイブ 北区角田町５番１５号

64 ナビオ阪急 北区角田町７番１０号

65 梅田阪急ビル 北区角田町８番７号

66 阪急グランドビル 北区角田町８番４７号

67 クロス・ウェーブ梅田 北区神山町１番１２号

68 梅田辰巳ビル 北区神山町８番１号

69 山西福祉記念会館 北区神山町１１番１２号

70 ＦＲＥＥＤＯＭ 北区国分寺２丁目１番１号

71 ホワイティうめだ 北区小松原町梅田地下街４－２号

72 イビス大阪梅田 北区小松原町１番５号

73 ミスターりんビル 北区小松原町１番７号

74 ヴィアイン梅田 北区小松原町１番２０号

75 大阪富国生命ビル 北区小松原町２番４号

76 ＯＳビル 北区小松原町３番３号

77 梅田ナナイロ 北区小松原町４番１６号

78 北大阪東通りビル 北区小松原町４番３２号

79 阪急三番街 北区芝田１丁目１番３号

80 阪急ターミナルビル 北区芝田１丁目１番４号

81 大阪新阪急ホテル 北区芝田１丁目１番３５号

82 北阪急ビル 北区芝田１丁目４番８号

83 芝田町ビル 北区芝田１丁目４番１４号

84 北野阪急ビル 北区芝田１丁目８番１号

85 ＣＲＹＳＴＡＬ　ＭＩＹＡＫＯ 北区芝田１丁目８番１５号

86 ホテルユニゾ大阪梅田 北区芝田１丁目１０番３号

87 芝田グランドビル 北区芝田１丁目１０番１０号

88 梅田北プレイス 北区芝田１丁目１４番８号

89 阪急電鉄株式会社　本社ビル 北区芝田１丁目１６番１号

90 ウインズ梅田Ａ館 北区芝田２丁目１番１６号

91 西阪急ビル 北区芝田２丁目１番１８号

92 ＯＳＡＫＡ　ＵＫ・ＧＡＴＥ 北区芝田２丁目２番１号

93 日生ビル東館 北区芝田２丁目２番１３号

94 和光ビル 北区芝田２丁目２番１７号

95 ウインズ梅田Ｂ館 北区芝田２丁目２番３３号

96 東洋ビル本館 北区芝田２丁目３番１９号

97 ホテルヴィスキオ大阪 北区芝田２丁目４番１０号

98 西日本旅客鉄道株式会社　本社ビル 北区芝田２丁目４番２４号

99 梅田清和ビル 北区芝田２丁目６番３０号

100 ルーシッドスクエア梅田 北区芝田２丁目７番１８号

101 共栄ビル 北区芝田２丁目８番１１号

102 梅田滋賀ビル 北区曽根崎新地１丁目１番４９号

103 ニューウメダビル 北区曽根崎新地１丁目２番２４号

104 京富ビル 北区曽根崎新地１丁目３番１６号

105 ＦＯＯＤＥＡＲビル 北区曽根崎新地１丁目３番２３号

106 ぐらんぱれ 北区曽根崎新地１丁目３番２６号

107 北新地ＫＯＨＤＡビル 北区曽根崎新地１丁目３番３０号

108 銀泉　桜橋ビル 北区曽根崎新地１丁目４番１０号

109 桜橋プラザビル 北区曽根崎新地１丁目４番１２号

110 桜橋ＩＭビル 北区曽根崎新地１丁目４番２０号

111 新日本新地ビル東館 北区曽根崎新地１丁目７番６号

112 梅新ビル 北区曽根崎新地１丁目８番１９号

113 北新地　ＨＡＴ　ＢＯＹ　ＢＬＤ 北区曽根崎新地１丁目１１番２０号

114 マルイト梅新ビル 北区曽根崎新地１丁目１２番８号
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115 大和証券大阪支店ビル（通称　梅新ビル） 北区曽根崎新地１丁目１３番２０号

116 御堂筋フロントタワー 北区曽根崎新地１丁目１３番２２号

117 ＪＰＲ堂島ビル 北区曽根崎新地２丁目１番２３号

118 西梅田ＭＩＤビル 北区曽根崎新地２丁目２番１６号

119 ａｘビル 北区曽根崎新地２丁目３番２１号

120 ホテルマイステイズ堂島 北区曽根崎新地２丁目４番１号

121 大阪小学館ビル 北区曽根崎新地２丁目６番１２号

122 株式会社　きんでん大阪支社 北区末広町２番１０号

123 新扇橋ビル 北区末広町２番３５号

124 扇町センタービル 北区末広町３番２１号

125 フロンティア梅新 北区曽根崎１丁目１番２号

126 ホテル　エルシエント大阪 北区曽根崎１丁目２番７号

127 梅新ファーストビル 北区曽根崎１丁目２番９号

128 イーホテル大阪梅田 北区曽根崎１丁目５番２３号

129 Ｒ＆Ｂホテル梅田東 北区曽根崎１丁目６番１５号

130 国道ビル 北区曽根崎２丁目１番１２号

131 梅新２１ビル 北区曽根崎２丁目２番１号

132 ＫＤＸ東梅田ビル 北区曽根崎２丁目２番１５号

133 梅新第一生命ビルディング 北区曽根崎２丁目３番５号

134 梅田パシフィックビルディング 北区曽根崎２丁目５番１０号

135 コウヅキキャピタルウエスト 北区曽根崎２丁目６番６号

136 梅田ＯＳビル 北区曽根崎２丁目１１番５号

137 大阪日興ビル 北区曽根崎２丁目１１番８号

138 梅田セントラルビル 北区曽根崎２丁目１１番１６号

139 コフレ梅田 北区曽根崎２丁目１２番４号

140 清和梅田ビル 北区曽根崎２丁目１２番７号

141 ＳＷＩＮＧうめだビル 北区曽根崎２丁目１５番２０号

142 ホテル　ドンルクール　大阪梅田 北区曽根崎２丁目１５番２３号

143 ＡＤビル梅田 北区曽根崎２丁目１５番２９号

144 大阪府曽根崎警察署 北区曽根崎２丁目１６番１４号

145 メッセージ梅田ビル 北区曽根崎２丁目１６番１９号

146 梅田アスカビル 北区太融寺町１番１７号

147 大原簿記法律専門学校梅田校・大原医療秘書福祉専門学校梅田校 北区太融寺町２番１４号

148 ニュープラザビル 北区太融寺町２番２１号

149 梅田八千代ビル 北区太融寺町２番２２号

150 日本生命梅田第二ビル 北区太融寺町３番２４号

151 東梅田パークビル 北区太融寺町５番１３号

152 梅田イーストビル 北区太融寺町５番１５号　

153 日進ビルディング 北区太融寺町８番８号

154 プラザ梅田ビル 北区太融寺町８番１７号

155 ＡＢＣ－ＭＡＲＴ梅田ビル 北区茶屋町１番２７号

156 ヤンマー本社ビル 北区茶屋町１番３２号

157 大阪工業大学　梅田キャンパス　ＯＩＴ梅田タワー 北区茶屋町１番４５号

158 イースクエア茶屋町 北区茶屋町２番１６号

159 ＪＰＲ茶屋町ビル 北区茶屋町２番１９号

160 大阪ベルェベル美容専門学校 北区茶屋町５番１０号

161 茶屋町ＴＡＴＳＵＭＩビル 北区茶屋町６番２３号

162 ＣＨＡＳＫＡ　ＣＨＡＹＡＭＡＣＨＩ 北区茶屋町７番２０号

163 茶屋町東団地タワー棟店舗部分 北区茶屋町８番２６号

164 大阪ベルェベルビューティ＆ブライダル専門学校 北区茶屋町８番３０号

165 茶屋町西再開発ビル 北区茶屋町１０番１２号

166 ＪＰＲ梅田ロフトビル 北区茶屋町１６番７号

167 毎日放送　本社ビル（Ｍ館） 北区茶屋町１７番１号

168 毎日放送　本社ビル（Ｂ館） 北区茶屋町１７番１号

169 大阪梅田池銀ビル 北区茶屋町１８番１４号

170 阪急茶屋町ビルディング　（アプローズタワー） 北区茶屋町１９番１９号

171 梅田ゲートタワー 北区鶴野町１番９号
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172 社会保険診療報酬支払基金　大阪支部 北区鶴野町２番１２号

173 ハークスレイ研修センター 北区鶴野町３番１０号

174 大阪玉姫会館 北区鶴野町４番１６号

175 千代田第一ビル 北区天神橋２丁目４番１７号

176 南森町イシカワビル 北区天神橋３丁目３番３号

177 エスペックビル 北区天神橋３丁目５番６号

178 扇町パークビル 北区天神橋３丁目６番２６号

179 イトーピア扇町ビル 北区天神橋４丁目７番１３号

180 住まい情報センター等建物 北区天神橋６丁目４番２０号

181 エレガントビル南館 北区天神橋６丁目６番１９号

182 八千代ビル東館 北区天神橋２丁目北１番２１号

183 大和南森町ビル 北区天神橋２丁目北２番６号

184 ジオタワー天六　店舗棟 北区天神橋７丁目１番２４号

185 グレーシィ天神橋ビル２号館 北区天神橋７丁目１２番６号

186 庁舎２号別館 北区天満１丁目１番７９号

187 庁舎及び工場 北区天満１丁目１番７９号

188 三菱ＵＦＪ銀行　天満研修所 北区天満１丁目２番３号

189 ニチレイ天満橋ビル 北区天満１丁目３番２１号

190 トリシマオフィスワンビル 北区天満１丁目５番２号

191 大阪リハビリテーション専門学校 北区天満１丁目１７番３号

192 象印マホービン株式会社　本社別館 北区天満１丁目１９番９号

193 象印マホービン株式会社　本社 北区天満１丁目２０番５号

194 ノク大阪 北区天満２丁目１０番１３号

195 放送芸術学院専門学校、大阪アニメーションスクール専門学校 北区天満橋１丁目５番９号

196 ＬＥＯＮ　ＢＬＤＧ 北区天満橋１丁目６番６号

197 ＯＡＰタワーズ 北区天満橋１丁目８番３０号

198 近畿中国森林管理局 北区天満橋１丁目８番７５号

199 梅田ホリックホテル 北区兎我野町５番２号

200 西日本電信電話株式会社　兎我野町ビル 北区兎我野町６番１２号

201 ホテル関西 北区兎我野町９番１５号

202 平田第二レジャービル 北区兎我野町１０番６号

203 ホテルマンハッタン 北区兎我野町１１番８号

204 ホテル法華クラブ大阪 北区兎我野町１２番１９号

205 ミユキビル 北区兎我野町１５番１３号

206 １２３＋Ｎ大阪本店 北区兎我野町１６番１１号

207 淀川６番館 北区豊崎３丁目１番２２号

208 淀川５番館 北区豊崎３丁目２番１号

209 ホテルビナリオ梅田 北区豊崎３丁目９番１号

210 いずみビルディング 北区豊崎３丁目９番７号

211 ハートンホテル北梅田 北区豊崎３丁目１２番１０号

212 河合塾大阪校 北区豊崎３丁目１３番１号

213 西日本電信電話株式会社　豊崎ビル 北区豊崎３丁目１７番２１号

214 ピアスタワー 北区豊崎３丁目１９番３号

215 インターグループビル 北区豊崎３丁目２０番１号

216 三栄ビル 北区豊崎３丁目２０番９号

217 パールグレイビル 北区豊崎３丁目２０番１２号

218 昭和設計大阪ビル 北区豊崎４丁目１２番１０号

219 東横ＩＮＮ梅田中津Ⅱ 北区豊崎４丁目１２番１３号

220 ロレックス中津ビル 北区豊崎５丁目３番２２号

221 商業第二ビル 北区豊崎５丁目４番９号

222 北梅田大宮ビル 北区豊崎５丁目６番２号

223 商業ビル 北区豊崎５丁目６番３号

224 河合塾大阪医進館 北区豊崎５丁目８番４号

225 西日本電信電話株式会社　堀川ビル 北区同心１丁目５番３３号

226 ㈱千趣会　ビジネスセンター 北区同心１丁目６番２３号

227 フジ住宅株式会社　大阪支社 北区同心１丁目８番９号

228 サンワビル 北区同心２丁目４番１７号



特定建築物施設一覧

令和４年３月31日時点

No 施設名称 施設所在地

229 アパホテル大阪天満 北区同心２丁目１６番１５号

230 ドーチカ 北区堂島１丁目

231 関電不動産梅田新道ビル 北区堂島１丁目１番５号

232 ＴＨＥ　ＲＩＳＥ　大阪北新地 北区堂島１丁目１番１３号

233 堂島フードセンタービル 北区堂島１丁目１番２０号

234 新山本ビル 北区堂島１丁目１番２５号

235 堂北ダイビル 北区堂島１丁目２番５号

236 パーマリィ・イン堂島 北区堂島１丁目２番７号

237 金井ビル 北区堂島１丁目２番９号

238 二葉ビルディング 北区堂島１丁目３番１号

239 堂島グランドビル 北区堂島１丁目５番１７号

240 ホテル　エルセラーン大阪 北区堂島１丁目５番２５号

241 堂島プラザビル 北区堂島１丁目５番３０号

242 堂島アバンザ 北区堂島１丁目６番２０号

243 サントリーアネックス 北区堂島２丁目１番５号

244 日販堂島ビル 北区堂島２丁目１番７号

245 フジタ東洋紡ビル 北区堂島２丁目１番１６号

246 桜橋千代田ビル 北区堂島２丁目１番２７号

247 京阪堂島ビル 北区堂島２丁目１番３１号

248 紀陽ビル 北区堂島２丁目１番４３号

249 近鉄堂島ビル 北区堂島２丁目２番２号

250 白雲ビルヂング 北区堂島２丁目２番２３号

251 堂北ビルディング 北区堂島２丁目３番２号

252 大阪堂島ビル 北区堂島２丁目３番５号

253 大阪デザイナー専門学校 北区堂島２丁目３番２０号

254 ＪＲＥ堂島タワー 北区堂島２丁目４番２７号

255 西日本電信電話株式会社　堂島第２ビル 北区堂島３丁目１番２号

256 ＮＴＴデータ堂島ビル 北区堂島３丁目１番２１号

257 ＮＴＴコム大阪堂島第１ビル 北区堂島３丁目１番５９号

258 大阪ビジネスカレッジ専門学校 北区堂島浜１丁目１番７号

259 堂島パークビル 北区堂島浜１丁目１番８号

260 新ダイビル 北区堂島浜１丁目２番１号

261 堂島ダイビル 北区堂島浜１丁目３番１号

262 ラグナヴェール大阪 北区堂島浜１丁目３番２３号

263 アクア堂島　東館 北区堂島浜１丁目４番４号

264 アクア堂島ＮＢＦタワー 北区堂島浜１丁目４番１６号

265 マニュライフプレイス堂島 北区堂島浜１丁目４番１９号

266 関電不動産堂島浜ホテル 北区堂島浜１丁目４番２６号

267 中央電気倶楽部 北区堂島浜２丁目１番２５号

268 アロフト大阪堂島 北区堂島浜２丁目１番３１号

269 サントリービル 北区堂島浜２丁目１番４０号

270 東洋紡ビルディング 北区堂島浜２丁目２番８号

271 堂島アクシスビル 北区堂島浜２丁目２番２８号

272 三共梅田ビル 北区堂山町１番５号

273 大阪東急イン 北区堂山町２番１号

274 日本生命梅田ビル 北区堂山町３番３号

275 国家公務員共済組合連合会　大阪宿泊所　ＫＫＲホテル梅田 北区堂山町４番１号

276 堂山セントラルビル 北区堂山町７番１３号

277 ニュージャパン　サウナ　梅田店 北区堂山町９番５号

278 北大阪堂山ビル　ボートピア梅田 北区堂山町１８番８号

279 観光ビル大東洋 北区中崎西２丁目１番９号

280 梅田センタービル 北区中崎西２丁目４番１２号

281 タカ大阪梅田ビル 北区中崎西４丁目３番３２号

282 北梅田ダイビル 北区中津１丁目５番２２号

283 大阪府大淀警察署 北区中津１丁目５番２５号

284 中津センタービルディング 北区中津１丁目１１番１号

285 Ｒホテルズイン大阪北梅田 北区中津１丁目１８番１４号
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286 日本通運株式会社　大阪支店 北区中津５丁目４番１０号

287 大阪市立　東洋陶磁美術館 北区中之島１丁目１番２６号

288 大阪市中央公会堂 北区中之島１丁目１番２７号

289 大阪府立中之島図書館 北区中之島１丁目２番１０号

290 大阪市庁舎 北区中之島１丁目３番２０号

291 日本銀行　大阪支店 北区中之島２丁目１番４５号

292 大阪中之島ビル 北区中之島２丁目２番２号

293 中之島セントラルタワー 北区中之島２丁目２番７号

294 中之島フェスティバルタワー 北区中之島２丁目３番１８号

295 大阪三井物産ビル 北区中之島２丁目３番３３号

296 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２番４号

297 住友中之島ビル 北区中之島３丁目２番１８号

298 中之島三井ビルディング 北区中之島３丁目３番３号

299 中之島ダイビル 北区中之島３丁目３番２３号

300 三井ガーデンホテル大阪プレミア 北区中之島３丁目４番１５号

301 関電ビルディング 北区中之島３丁目６番１６号

302 ダイビル本館 北区中之島３丁目６番３２号

303 大阪市立科学館 北区中之島４丁目２番１号

304 国立国際美術館 北区中之島４丁目２番５５号

305 大阪中之島美術館 北区中之島４丁目３番１号

306 フジヒサＦＪ中之島ビル 北区中之島４丁目３番２５号

307 大阪府立　国際会議場 北区中之島５丁目３番５１号

308 リーガロイヤルホテル 北区中之島５丁目３番６８号

309 ＮＴＴコム大阪中之島ビル 北区中之島５丁目３番８１号

310 サンビル中之島 北区中之島６丁目１番２１号

311 中之島センタービルディング 北区中之島６丁目２番２７号

312 中之島プラザ 北区中之島６丁目２番３９号

313 中之島インテス 北区中之島６丁目２番４０号

314 味の素グループ大阪ビル 北区中之島６丁目２番５７号

315 近畿医療技術専門学校　行岡鍼灸専門学校 北区長柄西１丁目７番５３号

316 アルフレッサ株式会社　大阪物流センター 北区長柄東２丁目９番４６号

317 赤坂天六ビル 北区浪花町１２番２４号

318 千代田ビル　北館 北区浪花町１３番３８号

319 株式会社　レオパレス２１　大阪支店 北区浪花町１４番２２号

320 ＫＲＤ天六ビル 北区浪花町１４番２５号

321 大阪ＪＡビル 北区西天満１丁目２番５号

322 辻学園　西天満校 北区西天満１丁目３番１７号

323 ＪＩＮ・ＯＲＩＸビル 北区西天満１丁目７番２０号

324 大阪法務局北分庁舎 北区西天満１丁目１１番４号

325 大阪弁護士会館 北区西天満１丁目１２番５号

326 大阪府天満警察署 北区西天満１丁目１２番１２号

327 大阪高等・地方・簡易裁判所合同庁舎　本館 北区西天満２丁目１番１０号

328 大阪高等・地方・簡易裁判所合同庁舎　別館 北区西天満２丁目１番１０号

329 大阪高等・地方・簡易裁判所合同庁舎新館 北区西天満２丁目１番１３号

330 堂島関電ビルディング 北区西天満２丁目４番４号

331 株式会社　堂島ビルヂング 北区西天満２丁目６番８号

332 大江ビルヂング 北区西天満２丁目８番１号

333 幸田ビル 北区西天満２丁目１０番２号

334 アメリカンビル 北区西天満２丁目１１番８号

335 ケー・エフ・シー　大阪本店ビル 北区西天満３丁目２番１７号

336 ホテルイルグランデ梅田 北区西天満３丁目５番２３号

337 大阪府なにわ北府税事務所 北区西天満３丁目５番２４号

338 ドーミーイン梅田東 北区西天満３丁目５番３５号

339 島根ビルディング 北区西天満３丁目１３番１８号

340 ＡＳビル 北区西天満３丁目１３番２０号

341 新日本本社ビル 北区西天満３丁目１４番１１号

342 西天満パークビル３号館 北区西天満３丁目１４番１６号
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343 ＭＦ西天満ビル 北区西天満４丁目３番１８号

344 梅田プラザビルディング　本館 北区西天満４丁目３番２５号

345 梅田プラザビルディング別館 北区西天満４丁目３番２５号

346 近藤ビルディング 北区西天満４丁目４番１２号

347 三共ビル梅新 北区西天満４丁目４番１３号

348 梅ヶ枝中央ビル 北区西天満４丁目４番１８号

349 アクセスビル 北区西天満４丁目６番１８号

350 宇治電ビルディング 北区西天満４丁目８番１７号

351 リーガル西天満ビル 北区西天満４丁目９番１２号

352 阪神神明ビル 北区西天満４丁目１１番２２号

353 満電ビル 北区西天満４丁目１１番２３号

354 尼信ビル 北区西天満４丁目１３番８号

355 リゾートトラスト御堂筋ビル 北区西天満４丁目１４番３号

356 あいおいニッセイ同和損保フェニックスタワー 北区西天満４丁目１５番１０号

357 プラザ梅新 北区西天満４丁目１５番１８号

358 南森町パークビル 北区西天満５丁目１番３号

359 大和地所南森町ビル 北区西天満５丁目１番９号

360 三共ビル東館 北区西天満５丁目２番１８号

361 株式会社　オクジュー　本社ビル 北区西天満５丁目３番７号

362 近畿医療専門学校 北区西天満５丁目３番１０号

363 東横イン　大阪梅田東 北区西天満５丁目３番２５号

364 富田町パークビル 北区西天満５丁目６番１０号

365 アールビル本館 北区西天満５丁目９番３号

366 西天満パークビル 北区西天満５丁目１０番１７号

367 梅田ＵＮビル 北区西天満５丁目１４番１０号

368 西天満ファイブビル 北区西天満５丁目１６番３号

369 千代田ビル別館 北区西天満６丁目１番２号

370 ＴＡＴＳＵＭＩ梅ヶ枝町ビル 北区西天満６丁目２番１１号

371 梅田ステートビル 北区西天満６丁目３番１６号

372 ＳＨＯ－ＢＩ　大阪本社ビル 北区西天満６丁目４番１８号

373 ＳＲビル梅新 北区西天満６丁目７番２号

374 大阪弁護士ビル 北区西天満６丁目７番４号

375 ＤＫビル 北区西天満６丁目８番７号

376 株式会社　読売新聞大阪本社　東館 北区野崎町３番１４号

377 読売大阪ビル 北区野崎町５番９号

378 梅田パークビル 北区野崎町７番８号

379 ライフ太融寺店 北区野崎町８番１号

380 永楽　ニッセイビル 北区野崎町９番８号

381 梅田扇町通ビル 北区野崎町９番１３号

382 アーバンエース東天満ビル 北区東天満１丁目１番１９号

383 ＥＣＣ本社ビル 北区東天満１丁目１０番２０号

384 和氣ビル 北区東天満１丁目１１番９号

385 ＡＸＩＳ南森町ビル 北区東天満１丁目１１番１３号

386 デュプロ本社ビル 北区東天満１丁目１１番１９号

387 大阪医療技術学園専門学校第４校舎 北区東天満２丁目１番２６号

388 東天満パークビル 北区東天満２丁目２番１７号

389 ダイワロイネットホテル大阪東天満 北区東天満２丁目６番３号

390 Ｉ・Ｓ南森町ビル 北区東天満２丁目６番５号

391 千代田ビル東館 北区東天満２丁目９番４号

392 デイリーカナートイズミヤ天六樋之口店 北区樋之口町３番２０号

393 ＮＲ大阪中津ビル 北区本庄西２丁目２１番４号

394 ニプロ株式会社　本社社屋 北区本庄西３丁目９番３号

395 ＲＩＳＥ８８ビル 北区本庄東１丁目１番１０号

396 大阪法宴会館 北区本庄東１丁目１番５０号

397 行岡医学技術専門学校 北区本庄東１丁目３番１１号

398 任天堂株式会社　大阪支店 北区本庄東１丁目１３番９号

399 関西電力　新北別館 北区本庄東２丁目３番６号
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400 株式会社　きんでん　本店　南館 北区本庄東２丁目３番１２号

401 株式会社　ニュージェック　大阪本社ビル 北区本庄東２丁目３番２０号

402 ライフ本庄店 北区本庄東２丁目３番３５号

403 株式会社　きんでん本店　北館 北区本庄東２丁目３番４１号

404 大淀昭和ビル 北区本庄東２丁目９番１８号

405 大阪北関電ビル 北区本庄東３丁目９番３号

406 いちご南森町ビル 北区松ヶ枝町１番３号

407 髙橋ビル東６号館 北区松ヶ枝町７番２２号

408 北大阪ビルディング 北区万歳町３番２０号

409 イビスバジェット大阪梅田 北区万歳町３番２５号

410 浪速ビル 北区万歳町４番１２号

411 北税務署 北区南扇町７番１３号

412 Ｈｏｎｄａ大阪ビル 北区南扇町７番３１号

413 プレミアホテル－ＣＡＢＩＮ－大阪 北区南森町１丁目３番１９号

414 南森町ビル 北区南森町１丁目３番２５号

415 サウスホレストビル 北区南森町１丁目４番１９号

416 栗原工業ビル 北区南森町１丁目４番２４号

417 三井住友銀行　南森町ビル 北区南森町２丁目１番２９号

418 南森町八千代ビル 北区南森町２丁目２番９号

419 アパホテル〈東梅田　南森町駅前〉 北区南森町２丁目４番３６号

420 与力町パークビル 北区与力町１番５号

421 福西電機　本社ビル 北区与力町７番５号

422 関西スーパーマーケット内代店 都島区内代町２丁目４番１２号

423 大手前センチュリービル 都島区片町１丁目５番１３号

424 大発ビル 都島区片町２丁目２番４０号

425 ＪＥＩ京橋ビル 都島区片町２丁目２番４８号

426 ヴィアイン大阪京橋 都島区片町２丁目２番５３号

427 学校法人　東洋学園　ユービック情報専門学校 都島区片町２丁目１０番５号

428 ライフ毛馬店 都島区毛馬町２丁目２番８号

429 ベルファ都島 都島区友渕町２丁目１３番３４号

430 ベルファⅡ 都島区友渕町２丁目１５番２８号

431 東横ＩＮＮ京橋桜ノ宮 都島区中野町１丁目８番１６号

432 大阪市都島区役所 都島区中野町２丁目１６番２０号

433 大阪リバーサイドホテル（会館） 都島区中野町５丁目１２番３０号

434 大阪リバーサイドホテル（ホテル） 都島区中野町５丁目１２番３０号

435 桜宮リバーシティ　タワープラザアベニュー 都島区中野町５丁目１３番４号

436 京橋フロントビル 都島区東野田町１丁目５番１４号

437 生活協同組合　おおさかパルコープ本部ビル 都島区東野田町１丁目５番２６号

438 ワタヤコスモスビル 都島区東野田町１丁目６番１６号

439 ＫｉＫｉ京橋 都島区東野田町１丁目６番２２号

440 脇田・住友生命京橋第２ビル 都島区東野田町１丁目７番１号

441 コナミスポーツクラブ京橋 都島区東野田町１丁目８番１７号

442 大阪京橋ビルディング 都島区東野田町１丁目２０番５号

443 京阪京橋駅ビル 都島区東野田町２丁目１番３８号

444 都島住宅京橋ビル 都島区東野田町２丁目２番１０号

445 三井住友銀行　京阪京橋ビル 都島区東野田町２丁目４番２０号

446 コムズガーデン 都島区東野田町２丁目６番１号

447 Ｋ２ビル 都島区東野田町２丁目９番７号

448 晃進ビル 都島区東野田町２丁目９番２３号

449 京橋グランシャトービル 都島区東野田町３丁目９番３号

450 京橋サンピアザビル 都島区東野田町３丁目１０番１９号

451 日本ロジックス大阪東野田ビル 都島区東野田町４丁目１番１７号

452 ニッセイ京橋ビル 都島区東野田町４丁目６番２３号

453 サンビル京橋 都島区東野田町４丁目７番２３号

454 西日本電信電話株式会社　大阪研修センタ新研修棟 都島区東野田町４丁目１５番８２号

455 ＮＴＴ西日本研修センタ　新京橋ビル 都島区東野田町４丁目１５番８２号

456 ＱＵＩＮＴ　ＢＲＩＤＧＥ 都島区東野田町４丁目１５番８２号
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457 ＮＴＴＷＥＳＴ　ｉ－ＣＡＭＰＵＳ　Ａ棟 都島区東野田町４丁目１５番８２号

458 大阪府都島警察署 都島区都島北通１丁目７番１号

459 都島楠風ビル 都島区都島本通１丁目７番１９号

460 東部水道センター　南館 都島区都島本通４丁目１２番４号

461 野田阪神ビル 福島区海老江１丁目１番２３号

462 阪神星光ビルディング 福島区海老江１丁目１番２４号

463 阪神野田センタービルディング 福島区海老江１丁目１番３１号

464 イオンスタイル海老江 福島区海老江１丁目５番５２号

465 株式会社　ナリス化粧品　本社ビル 福島区海老江１丁目１１番１７号

466 青山ビル 福島区海老江２丁目１番３１号

467 さくら野田ビル 福島区海老江５丁目１番１号

468 ヤマダデンキテックランド大阪野田店 福島区海老江７丁目２番３５号

469 大阪市福島区役所 福島区大開１丁目８番１号

470 近畿日産株式会社　本社ビル 福島区大開２丁目２番１１号

471 パネ協大阪センタービル 福島区大開２丁目３番１号

472 ＳＯＳｉＬＡ／レンゴー淀川流通センター 福島区大開４丁目１番１８６号

473 大阪福島セントラルビル 福島区鷺洲１丁目１１番１９号

474 ペガサスミシン製造株式会社　本館 福島区鷺洲５丁目７番２号

475 マックス株式会社　大阪支店 福島区玉川１丁目３番１８号

476 大阪市中央卸売市場本場　市場西棟 福島区野田１丁目１番８６号

477 大阪市中央卸売市場本場　業務管理棟 福島区野田１丁目１番８６号

478 大阪市中央卸売市場本場　市場東棟 福島区野田１丁目１番８６号

479 大阪市中央卸売市場本場　関連棟 福島区野田１丁目１番８６号

480 うおいちニッセイビル 福島区野田２丁目１３番５号

481 新光大阪センタービル 福島区野田６丁目５番１６号

482 大阪ダイヤビルディング 福島区野田６丁目５番２０号

483 堂島リバーフォーラム 福島区福島１丁目１番１２．１７号

484 ＡＢＣ本社 福島区福島１丁目１番３０号

485 堂島クロスウォーク　商業棟 福島区福島１丁目１番５１号

486 大阪中之島合同庁舎 福島区福島１丁目１番６０号

487 ＪＢＳＬ梅田ビル 福島区福島１丁目４番４０号

488 ＡＢＣアネックス 福島区福島２丁目４番３号

489 矢崎総業株式会社　大阪支店 福島区福島３丁目１番４６号

490 ＮＴＴ西日本　コミュニティプラザ大阪 福島区福島３丁目１番７３号

491 福島阪神ビル 福島区福島３丁目１４番２４号

492 機動建設工業株式会社　本社ビル 福島区福島４丁目６番３１号

493 住友不動産　西梅田ビル 福島区福島５丁目１番７号

494 ゲートタワービル 福島区福島５丁目４番２１号

495 阪神杉村ビルディング 福島区福島５丁目６番１６号

496 生和コーポレーション株式会社　西日本本社ビル 福島区福島５丁目８番１号

497 大阪トヨタ自動車株式会社　本社 福島区福島５丁目１７番２号

498 福島阪神ＮＫ共同ビル 福島区福島５丁目１８番２５号

499 大阪安藤ハザマビル 福島区福島６丁目２番６号

500 大塚梅田ビル 福島区福島６丁目１４番１号

501 ダイワロイネットホテル大阪新梅田 福島区福島６丁目１６番１号

502 ダイワロイネットホテル大阪新梅田アネックス 福島区福島６丁目１６番６号

503 エー・ビー・シー開発株式会社　本社ビル 福島区福島６丁目２０番１２号

504 新梅田研修センター 福島区福島６丁目２２番２０号

505 エスリードビル福島 福島区福島６丁目２５番１９号

506 萬世電機株式会社　本社ビル 福島区福島７丁目１５番５号

507 大阪ＹＭビル 福島区福島７丁目１５番２６号

508 ＫＭ西梅田ビル 福島区福島７丁目２０番１号

509 モクシー大阪新梅田 福島区福島７丁目２２番１号

510 日本郵便株式会社　大阪北郵便局　福島分室 福島区吉野１丁目２０番２７号

511 ロイヤルシティホール野田 福島区吉野１丁目２２番８号

512 東横イン大阪ＪＲ野田駅前 福島区吉野２丁目２番２号

513 大阪府福島警察署 福島区吉野３丁目１７番１９号
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514 大阪府此花警察署 此花区春日出北１丁目３番１号

515 大阪市此花区役所 此花区春日出北１丁目８番４号

516 リーベルホテル 此花区桜島１丁目１番３５号

517 ラ・ジェント・ホテル大阪ベイ 此花区桜島１丁目１番５７号

518 Ｚｅｐｐ　Ｏｓａｋａ　Ｂａｙｓｉｄｅ 此花区桜島１丁目１番６１号

519 アルカンシエルベリテ大阪 此花区桜島１丁目１番１００号

520 ホテル　ユニバーサル　ポート 此花区桜島１丁目１番１１１号

521 ＃１５０　デッキオフィス 此花区桜島２丁目１番３３号

522 ＃１０６　ウエストブロック 此花区桜島２丁目１番３３号

523 ＃２０２　ユニバーサル・スタジオ・シネマ４－Ｄ 此花区桜島２丁目１番３３号

524 ＃４０３　ミニオン　ハチャメチャ　ライド 此花区桜島２丁目１番３３号

525 ＃３０２　ターミネーター２　３Ｄ 此花区桜島２丁目１番３３号

526 ＃４０４　バックドラフト 此花区桜島２丁目１番３３号

527 ＃５１０　ＪＰ　ショービルディング 此花区桜島２丁目１番３３号

528 ＃６７２　ウォーターワールド観覧席 此花区桜島２丁目１番３３号

529 ＃８０２　ロックン・ミッドナイト 此花区桜島２丁目１番３３号

530 ＃７１３　スヌーピー・サウンド 此花区桜島２丁目１番３３号

531 ＃２０１　ＴＶプロダクションツアー 此花区桜島２丁目１番３３号

532 ♯０３４メインアトラクション棟 此花区桜島２丁目１番３３号

533 ＃３０５　スパイダーマン 此花区桜島２丁目１番３３号

534 ＃２０５　スペースファンタジー・ザ・ライド 此花区桜島２丁目１番３３号

535 ＃２２０　ピーコック・シアター 此花区桜島２丁目１番３３号

536 Ｐｒｏｊｅｃｔ８６０施設 此花区桜島２丁目１番３３号

537 日本郵便株式会社　新大阪郵便局 此花区島屋４丁目１番１８号

538 日本製鉄株式会社　関西製鉄所　製鋼所地区　本館 此花区島屋５丁目１番１０９号

539 ホテルユニバーサルポートヴィータ 此花区島屋６丁目１番１６号

540 ＵＤゆめ咲ビル 此花区島屋６丁目２番２５号

541 ホテル京阪　ユニバーサル・タワー 此花区島屋６丁目２番４５号

542 ＴＨＥ　ＰＡＲＫ　ＦＲＯＮＴ　ＨＯＴＥＬ　ＡＴ　ＵＮＩＶＥＲ　ＳＡＬ　ＳＴＵＤＩＯＳ　ＪＡＰＡＮ 此花区島屋６丁目２番５２号

543 ユニバーサル・シティウォーク大阪 此花区島屋６丁目２番６１号

544 ホテル近鉄ユニバーサル・シティ 此花区島屋６丁目２番６８号

545 ホテル京阪ユニバーサル・シティ 此花区島屋６丁目２番７８号

546 ユニバーサル・シティビル 此花区島屋６丁目２番８２号

547 大阪市建設局北部方面管理事務所 此花区高見１丁目２番４７号

548 大阪市下水道科学館 此花区高見１丁目２番５３号

549 イオン高見店 此花区高見１丁目５番

550 大阪シティバス株式会社　酉島営業所・自動車車両管理事務所 此花区酉島４丁目１番１１号

551 住友電設　株式会社　酉島ビル 此花区酉島５丁目５番２３号

552 日立物流第一ビル 此花区西九条１丁目２８番１３号

553 ナインティビル 此花区西九条５丁目３番２８号

554 此花総合センタービル 此花区西九条５丁目４番２１号

555 大阪市立咲くやこの花中学校・高等学校 此花区西九条６丁目１番４４号

556 ライフ西九条店 此花区西九条６丁目１番１３２号

557 プロロジスパーク大阪２ 此花区北港白津１丁目５番７３号

558 ＳＧリアルティ舞洲 此花区北港白津２丁目５番３３号

559 プロロジスパーク舞洲３ 此花区北港緑地２丁目１番３７号

560 おおきにアリーナ舞洲 此花区北港緑地２丁目２番１５号

561 ホテル・ロッジ舞洲 此花区北港緑地２丁目３番７５号

562 舞洲ベースボールスタジアム 此花区北港緑地２丁目３番１４２号

563 安土町センタービル 中央区安土町１丁目３番５号

564 本町ＤＳビル 中央区安土町１丁目５番８号

565 朝日生命辰野ビル 中央区安土町１丁目６番１４号

566 プロパレス安土町ビル 中央区安土町１丁目６番１９号

567 安土町野村ビル 中央区安土町１丁目７番３号

568 トヤマビル 中央区安土町１丁目７番１３号

569 新トヤマビル 中央区安土町１丁目７番２０号

570 大永ビル 中央区安土町１丁目８番６号
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571 野村不動産　大阪ビル 中央区安土町１丁目８番１５号

572 ハウザー堺筋本町ビル 中央区安土町２丁目２番１５号

573 大阪国際ビルディング 中央区安土町２丁目３番１３号

574 有限会社　明大　本町明大ビル 中央区安土町２丁目５番５号

575 ヴィアーレ大阪 中央区安土町３丁目１番３号

576 Ｔｈｅ　ＯｎｅＦｉｖｅ　Ｏｓａｋａ　Ｍｉｄｏｓｕｊｉ　 中央区安土町３丁目２番６号

577 イワタニ第二ビル 中央区安土町３丁目２番１４号

578 外与株式会社　大阪店 中央区安土町３丁目３番２号

579 田村駒ビル 中央区安土町３丁目３番９号

580 本丸田ビル 中央区安土町３丁目４番５号

581 京阪神　安土町ビル 中央区安土町３丁目４番１０号

582 ナカヒロビル 中央区安土町３丁目５番６号

583 阪本ビルディング 中央区淡路町１丁目２番６号

584 ホテルマイステイズ堺筋本町 中央区淡路町１丁目４番８号

585 ＴＰＲ北浜ビル 中央区淡路町１丁目４番９号

586 堺筋サテライトビル 中央区淡路町１丁目６番９号

587 イトーキ大阪ショールーム 中央区淡路町１丁目６番１１号

588 日土地堺筋ビル 中央区淡路町１丁目７番３号

589 近畿産業信用組合本店 中央区淡路町２丁目１番３号

590 Ｄａｉｗａ北浜ビル 中央区淡路町２丁目２番１４号

591 興和株式会社　大阪支店 中央区淡路町２丁目３番５号

592 新生フィナンシャル大阪ビル 中央区淡路町２丁目３番９号

593 淡路町パークビル２号館 中央区淡路町２丁目６番６号

594 ホテルＷＢＦ北船場ＥＡＳＴ 中央区淡路町２丁目６番８号

595 ホテルリブマックス大阪淀屋橋 中央区淡路町２丁目６番９号

596 淡路町ビル２１ 中央区淡路町３丁目１番５号

597 淡路町ダイビル 中央区淡路町３丁目１番９号

598 ホテルＷＢＦ北船場ＷＥＳＴ 中央区淡路町３丁目２番７号

599 ステラ淀屋橋 中央区淡路町３丁目２番９号

600 チクマ本社ビル 中央区淡路町３丁目３番１０号

601 創建御堂筋ビル 中央区淡路町３丁目５番１３号

602 御堂筋ＭＴＲビル 中央区淡路町３丁目６番３号

603 アーバネックス　淡路町ビル 中央区淡路町４丁目４番１１号

604 第１８松屋ビル 中央区安堂寺町２丁目３番５号

605 株式会社内田洋行　大阪支店ビル 中央区和泉町２丁目２番２号

606 日経今橋ビル 中央区今橋１丁目３番３号

607 アーク北浜ビル 中央区今橋１丁目６番１９号

608 日本生命　東今橋ビル 中央区今橋１丁目６番２１号

609 ベストウェスタンプラスホテルフィーノ大阪北浜 中央区今橋１丁目７番１７号

610 北浜ビルディング 中央区今橋１丁目７番１９号

611 今橋野村ビル 中央区今橋１丁目８番１２号

612 ユニゾイン大阪北浜 中央区今橋１丁目３９番１号

613 ダイセンビル 中央区今橋２丁目１番１０号

614 南都銀行大阪北浜ビル 中央区今橋２丁目２番２号

615 ホテルフォルツァ大阪北浜 中央区今橋２丁目２番２１号

616 ＭＩＤ今橋ビル 中央区今橋２丁目３番１６号

617 藤浪ビルディング 中央区今橋２丁目３番２１号

618 大阪美術倶楽部 中央区今橋２丁目４番５号

619 ＥＤＧＥ淀屋橋 中央区今橋２丁目４番１０号

620 トレードピア淀屋橋 中央区今橋２丁目５番８号

621 関西ペイント株式会社 中央区今橋２丁目６番１４号

622 今橋スクエア 中央区今橋２丁目６番１７号

623 日本生命　今橋ビル 中央区今橋３丁目１番７号

624 洪庵日生ビル 中央区今橋３丁目２番２０号

625 ニッセイ淀屋橋イースト 中央区今橋３丁目３番１３号

626 日本生命保険相互会社　東館 中央区今橋３丁目４番１０号

627 日本生命保険相互会社　本館 中央区今橋３丁目５番１２号
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628 日本生命保険相互会社　南館 中央区今橋３丁目５番１２号

629 淀屋橋三井ビルディング 中央区今橋４丁目１番１号

630 ヒューリック大阪ビル 中央区今橋４丁目２番１号

631 ＨＫ今橋ビル 中央区今橋４丁目３番１８号

632 淀屋橋山本ビル 中央区今橋４丁目３番２２号

633 京阪神　淀屋橋ビル 中央区今橋４丁目４番７号

634 一般社団法人　大阪倶楽部 中央区今橋４丁目４番１１号

635 銀泉　淀屋橋ビル 中央区今橋４丁目５番１５号

636 第三松屋ビル 中央区上本町西１丁目２番１４号

637 日伝　本社ビル 中央区上本町西１丁目２番１６号

638 上六Ｆビルディング 中央区上本町西５丁目３番５号

639 山喜㈱大阪ビル 中央区上町１丁目３番１号

640 上町セイワビル 中央区上町Ａ番１２号

641 シグナスビル 中央区内平野町２丁目１番９号

642 ライオンズビル大手前 中央区内平野町２丁目３番１４号

643 株式会社　カプコン　本社ビル 中央区内平野町３丁目１番３号

644 カプコン研究開発第２ビル 中央区内平野町３丁目１番１０号

645 大阪薬業保健センター 中央区内平野町３丁目２番５号

646 カプコン研究開発ビル 中央区内平野町３丁目２番８号

647 ＯＣＴ（オクト）ビル 中央区内本町１丁目１番１号

648 ＴＳＫビル 中央区内本町１丁目２番８号

649 いちご内本町ビル 中央区内本町１丁目３番５号

650 アパホテル＜大阪谷町＞ 中央区内本町１丁目３番１２号

651 天然温泉　浪華の湯　ドーミーイン大阪谷町 中央区内本町２丁目１番９号

652 ＰＨＯＥＮＩＸ　内本町ビル 中央区内本町２丁目１番１３号

653 内本町松屋ビル１０ 中央区内本町２丁目１番１９号

654 エクシオ大阪内本町ビル 中央区内本町２丁目２番１０号

655 ホシザキ本町ビル 中央区内本町２丁目２番１２号

656 ダイアパレスビル本町 中央区内本町２丁目３番８号

657 全国信用協同組合連合会大阪支店 中央区内本町２丁目３番９号

658 大阪Ｕ２ビル 中央区内本町２丁目４番７号

659 中央内本町ビルディング 中央区内本町２丁目４番１２号

660 オフィスポート内本町ビル 中央区内本町２丁目４番１６号

661 大阪城天守閣 中央区大阪城１番１号

662 ＭＩＲＡＩＺＡ　ＯＳＡＫＡ－ＪＯ 中央区大阪城１番１号

663 大阪城国際文化スポーツホール 中央区大阪城３番１号

664 ＪＯ－ＴＥＲＲＡＣＥ　ＯＳＡＫＡ 中央区大阪城３番１号

665 大阪城屋内音楽堂 中央区大阪城３番６号

666 エスリードビル大手通 中央区大手通３丁目１番２号

667 大塚グループ　大阪本社ビル 中央区大手通３丁目２番２７号

668 大塚グループ大阪本社　大阪ビル 中央区大手通３丁目２番２７号

669 大手前センタービルディング 中央区大手前１丁目２番１５号

670 日経大阪電波会館 中央区大手前１丁目２番１８号

671 追手門学院小学校 中央区大手前１丁目３番２０号

672 追手門学院　大手前中・高等学校　本館 中央区大手前１丁目３番２０号

673 大阪府立男女共同参画・青少年センター　（ドーンセンター） 中央区大手前１丁目３番４９号

674 大阪天満橋ビルディング 中央区大手前１丁目４番１２号

675 大阪合同庁舎第一号館 中央区大手前１丁目５番４４号

676 大阪合同庁舎　第三号館 中央区大手前１丁目５番６３号

677 ＯＭＭ 中央区大手前１丁目７番３１号

678 國民會館大阪城ビル 中央区大手前２丁目１番２号

679 大阪赤十字会館 中央区大手前２丁目１番７号

680 大阪府庁舎　本館 中央区大手前２丁目１番２２号

681 大阪府警察本部本庁舎 中央区大手前３丁目１番１１号

682 大阪府新別館 中央区大手前３丁目１番４３号

683 大阪府庁舎　別館 中央区大手前３丁目２番１２号

684 大阪家庭裁判所 中央区大手前４丁目１番１３号
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685 ＮＨＫ大阪放送会館・大阪歴史博物館 中央区大手前４丁目１番２０号

686 大阪合同庁舎第２号館　本館 中央区大手前４丁目１番６７号

687 大阪合同庁舎第２号館　別館 中央区大手前４丁目１番６７号

688 大阪合同庁舎第４号館 中央区大手前４丁目１番７６号

689 瓦町恒和ビル 中央区瓦町１丁目４番８号

690 大阪ＪＰビル 中央区瓦町１丁目６番１０号

691 ランズ瓦町ビルディング 中央区瓦町１丁目７番７号

692 瓦町三信ビル 中央区瓦町２丁目１番１号

693 山陽染工瓦町ビル 中央区瓦町２丁目２番７号

694 Ｍｏｘｙ　Ｏｓａｋａ　Ｈｏｎｍａｃｈｉ　モクシー大阪本町 中央区瓦町２丁目２番９号

695 瓦町中央ビル 中央区瓦町２丁目３番１０号

696 新瓦町ビル 中央区瓦町２丁目４番７号

697 瓦町スクエアビル 中央区瓦町２丁目５番７号

698 本町オーミビル 中央区瓦町２丁目５番１４号

699 ＹＲＫ　ａｎｄ本社ビル 中央区瓦町２丁目６番６号

700 大織健保会館 中央区瓦町２丁目６番９号

701 千寿製薬本社ビル 中央区瓦町３丁目１番９号

702 旭洋ビル 中央区瓦町３丁目１番１５号

703 瓦町ＫＴビル 中央区瓦町３丁目３番７号

704 ニッケ大阪ビル 中央区瓦町３丁目３番１０号

705 ＮＲＥＧ御堂筋ビル 中央区瓦町３丁目５番７号

706 損保ジャパン大阪ビル 中央区瓦町４丁目１番２号

707 京阪神　瓦町ビル 中央区瓦町４丁目２番１４号

708 ＯＳＪ御堂筋瓦町ビル 中央区瓦町４丁目３番７号

709 おおきに御堂筋瓦町ビル 中央区瓦町４丁目４番７号

710 おおきにＫＯＫＯＤＥＳＵ瓦町四丁目 中央区瓦町４丁目４番８号

711 井門瓦町ビル 中央区瓦町４丁目５番９号

712 井門瓦町第２ビル 中央区瓦町４丁目８番４号

713 銀泉　備後町ビル 中央区瓦町３丁目６番５号

714 イースマイルビル 中央区瓦屋町３丁目７番３号

715 ＵＨＡ味覚糖ビル 中央区神崎町４番１２号

716 ＳＣ堺筋本町ビル 中央区北久宝寺町１丁目４番１５号

717 都シティ大阪本町 中央区北久宝寺町１丁目８番７号

718 寺内ビル 中央区北久宝寺町１丁目９番１４号

719 ＮＰＣビル本町 中央区北久宝寺町２丁目１番２号

720 本町和光ビル 中央区北久宝寺町２丁目１番７号

721 非破壊検査ビル 中央区北久宝寺町２丁目３番６号

722 山口興産ビル 中央区北久宝寺町２丁目４番１号

723 飛栄創建ビル 中央区北久宝寺町２丁目５番９号

724 大阪グランベルホテル 中央区北久宝寺町２丁目６番７号

725 船場ミッドキューブ 中央区北久宝寺町３丁目１番６号

726 本町南シモジマビル 中央区北久宝寺町３丁目３番８号

727 萬栄本館 中央区北久宝寺町３丁目３番１０号

728 御堂筋本町アーバンビル 中央区北久宝寺町３丁目５番１２号

729 本町南ガーデンシティ 中央区北久宝寺町３丁目６番１号

730 北久宝寺町四丁目ビルディング 中央区北久宝寺町４丁目１番１２号

731 東明ビル 中央区北久宝寺町４丁目２番１０号

732 本町サミットビル 中央区北久宝寺町４丁目３番５号

733 本町コラボビル 中央区北久宝寺町４丁目４番２号

734 ＶＰＯ本町セントラル 中央区北久宝寺町４丁目４番７号

735 ホテルＷＢＦ本町 中央区北久宝寺町４丁目４番１０号

736 日通北浜ビル 中央区北浜１丁目１番６号

737 北浜一丁目平和ビル 中央区北浜１丁目１番１４号

738 リバーポイント北浜 中央区北浜１丁目３番１４号

739 大阪平和ビル 中央区北浜１丁目５番５号

740 北浜野村ビル 中央区北浜１丁目６番１０号

741 大阪証券取引所ビル 中央区北浜１丁目８番１６号
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742 ＪＡ共済大阪北浜ビル 中央区北浜１丁目９番８号

743 住友生命大阪北浜ビル 中央区北浜１丁目９番１１号

744 日本文化会館ビル 中央区北浜２丁目１番２３号

745 北浜中央ビル 中央区北浜２丁目２番２２号

746 北浜山本ビル 中央区北浜２丁目３番６号

747 入商八木ビル 中央区北浜２丁目３番９号

748 ホテル京阪淀屋橋 中央区北浜２丁目４番６号

749 大阪シティ信用金庫本店 中央区北浜２丁目５番４号

750 天然温泉　花波の湯　御宿　野乃大阪淀屋橋 中央区北浜２丁目５番１９号

751 小寺プラザ 中央区北浜２丁目５番２３号

752 北浜エクセルビル 中央区北浜２丁目６番１１号

753 淀屋橋スクエア 中央区北浜２丁目６番１８号

754 大阪グリーンビルディング 中央区北浜２丁目６番２６号

755 大阪島ビル 中央区北浜３丁目１番１８号

756 あいおいニッセイ同和損保淀屋橋ビル 中央区北浜３丁目１番２２号

757 北浜永和ビル 中央区北浜３丁目２番１２号

758 北沢ビル 中央区北浜３丁目２番２４号

759 京阪淀屋橋ビル 中央区北浜３丁目２番２５号

760 資生堂大阪ビル 中央区北浜３丁目２番２８号

761 淀屋橋ホワイトビル 中央区北浜３丁目５番１９号

762 オリックス淀屋橋ビル 中央区北浜３丁目５番２２号

763 京阪御堂筋ビル 中央区北浜３丁目７番１２号

764 三井住友海上　大阪淀屋橋ビル 中央区北浜４丁目３番１号

765 シュナイダーエレクトリック大阪ビルディング 中央区北浜４丁目４番９号

766 船井総研大阪本社ビル 中央区北浜４丁目４番１０号

767 ウメトク淀屋橋ビル 中央区北浜４丁目４番１２号

768 住友ビルディング 中央区北浜４丁目５番３３号

769 三井住友銀行　大阪本店ビル 中央区北浜４丁目６番５号

770 住友ビルディング　第３号館 中央区北浜４丁目７番１９号

771 住友ビルディング　第２号館 中央区北浜４丁目７番２８号

772 住友ビルディング　第４号館 中央区北浜４丁目８番４号

773 ナカバヤシ株式会社　大阪本社 中央区北浜東１番２０号

774 北浜東野村ビル 中央区北浜東１番２２号

775 大阪日精ビルディング 中央区北浜東１番２６号

776 千歳第二ビル 中央区北浜東２番１６号

777 日本郵政グループ大阪ビル 中央区北浜東３番９号

778 エル・おおさか（本館・南館） 中央区北浜東３番１４号

779 北浜ＮＥＸＵ　ＢＵＩＬＤ． 中央区北浜東４番３３号

780 ルポンドシエルビル・オーク北浜東ビル 中央区北浜東６番９号

781 大阪市中央区役所 中央区久太郎町１丁目２番２７号

782 ＮＴＰＲ堺筋本町ビル 中央区久太郎町１丁目４番８号

783 三星中央ビル 中央区久太郎町１丁目５番３１号

784 徳島大正銀行　船場ビル 中央区久太郎町１丁目６番２６号

785 ヨシカワビル 中央区久太郎町１丁目６番２７号

786 フォーキャスト堺筋本町 中央区久太郎町１丁目６番２９号

787 ライフ　堺筋本町店 中央区久太郎町１丁目７番５号

788 小野薬品工業　本社ビル 中央区久太郎町１丁目８番２号

789 大阪塗料会館 中央区久太郎町１丁目８番９号

790 寺内株式会社　第５ビル 中央区久太郎町１丁目９番２０号

791 ＬＵＣＩＤ　ＳＱＵＡＲＥ　ＳＥＭＢＡ 中央区久太郎町１丁目９番２６号

792 松浦堺筋本町ビル 中央区久太郎町１丁目９番２８号

793 ＪＴＢビル 中央区久太郎町２丁目１番２５号

794 船場ダイヤモンドビル 中央区久太郎町２丁目１番３０号

795 山口興産堺筋ビル 中央区久太郎町２丁目２番７号

796 八木ビル 中央区久太郎町２丁目２番８号

797 東急ステイ大阪本町 中央区久太郎町２丁目４番２４号

798 堺筋本町ＴＦビル 中央区久太郎町２丁目４番２７号
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799 倉敷紡績本社ビル 中央区久太郎町２丁目４番３１号

800 五味ビル 中央区久太郎町２丁目５番１３号

801 丸忠　第三ビルディング 中央区久太郎町２丁目５番１９号

802 久太郎町恒和ビル 中央区久太郎町２丁目５番２８号

803 ＭＫＤ．１０大阪 中央区久太郎町２丁目５番３０号

804 本町寺田ビルディング 中央区久太郎町２丁目５番３１号

805 日本郵便株式会社　船場郵便局 中央区久太郎町２丁目６番５号

806 シンデレラビル 中央区久太郎町２丁目６番９号

807 伊藤佑ビル大阪本町 中央区久太郎町３丁目１番６号

808 大阪１１２６ビル 中央区久太郎町３丁目１番１１号

809 Ｍｅｂｉｕｓ御堂筋本町ＢＬＤ 中央区久太郎町３丁目１番１５号

810 本町武田ビル 中央区久太郎町３丁目１番２９号

811 日新建物船場ビル 中央区久太郎町３丁目１番３０号

812 ＯＲＩＸ久太郎町ビル 中央区久太郎町３丁目３番９号

813 株式会社　大西ビル 中央区久太郎町３丁目４番１２号

814 船場グランドビル 中央区久太郎町３丁目４番３０号

815 又一ビル 中央区久太郎町３丁目５番１３号

816 大阪ディーアイシービル 中央区久太郎町３丁目５番１９号

817 谷口悦第２ビル 中央区久太郎町３丁目５番２６号

818 Ｂｌｃビル 中央区久太郎町３丁目５番２７号

819 ＪＲＥ御堂筋ダイワビル 中央区久太郎町３丁目６番８号

820 坐摩神社会館 中央区久太郎町４丁目渡辺６

821 大阪御堂筋ビル・大阪センタービル 中央区久太郎町４丁目１番３号

822 積水ハウス不動産関西南御堂ビル 中央区久太郎町４丁目１番１５号

823 ホテルアルデバラン 中央区高津２丁目３番６号

824 日本経済新聞社大阪本社 中央区高麗橋１丁目４番２号

825 天然温泉　水都の湯　ドーミーインＰＲＥＭＩＵＭ大阪北浜 中央区高麗橋１丁目６番７号

826 豊田日生北浜ビル 中央区高麗橋１丁目６番１０号

827 Ｔｈｅ　Ｋｉｔａｈａｍａ　ＰＬＡＺＡ 中央区高麗橋１丁目７番３号

828 株式会社　三井住友銀行　大阪中央ビル 中央区高麗橋１丁目８番１３号

829 小山ビル 中央区高麗橋２丁目２番５号

830 東栄ビル 中央区高麗橋２丁目２番７号

831 京都銀行ダイワロイネットホテルビル 中央区高麗橋２丁目２番１４号

832 星和高麗橋ビル 中央区高麗橋２丁目３番９号

833 アパホテル〈淀屋橋　北浜駅前〉 中央区高麗橋２丁目３番１０号

834 相鉄フレッサイン大阪淀屋橋 中央区高麗橋２丁目４番１０号

835 三井ガーデンホテル大阪淀屋橋 中央区高麗橋２丁目５番７号

836 ホテルリソルトリニティ大阪 中央区高麗橋２丁目６番６号

837 新高麗橋ビル 中央区高麗橋２丁目６番１０号

838 関電不動産高麗橋ビル 中央区高麗橋３丁目１番６号

839 高麗橋山本ビル 中央区高麗橋３丁目１番１４号

840 ＯＲＩＸ高麗橋ビル 中央区高麗橋３丁目２番７号

841 ＪＡ大阪センタービル 中央区高麗橋３丁目３番７号

842 淀屋橋フレックスタワー 中央区高麗橋３丁目３番１１号

843 淀屋橋センタービル 中央区高麗橋３丁目４番１０号

844 淀屋橋東京海上日動ビルディング 中央区高麗橋３丁目５番１２号

845 興銀ビル 中央区高麗橋４丁目１番１号

846 ホテルユニゾ大阪淀屋橋 中央区高麗橋４丁目２番７号

847 大阪朝日生命館 中央区高麗橋４丁目２番１６号

848 北ビル 中央区高麗橋４丁目３番７号

849 日生伏見町ビル新館 中央区高麗橋４丁目３番１０号

850 淀屋橋ダイビル 中央区高麗橋４丁目４番９号

851 高麗橋ウエストビル 中央区高麗橋４丁目５番２号

852 銀泉　横堀ビル 中央区高麗橋４丁目６番２号

853 日建ビル１号館 中央区高麗橋４丁目６番１２号

854 住化不動産　横堀ビル 中央区高麗橋４丁目６番１７号

855 アルフレッサファーマ株式会社　本社本館ビル 中央区石町２丁目２番９号
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856 ＳＲビル本町東 中央区材木町１番８号

857 株式会社　三井住友銀行　大阪事務センター 中央区島之内１丁目５番２８号

858 株式会社　日本総合研究所　鰻谷センター 中央区島之内１丁目６番１２号

859 アークホテル大阪心斎橋 中央区島之内１丁目１９番１８号

860 オリエンタル　堺筋ビル 中央区島之内１丁目２１番１９号

861 大起興産長堀橋ビル 中央区島之内１丁目２１番２３号

862 堺筋ビルディング 中央区島之内１丁目２２番２０号

863 中央区島之内１丁目２２番２２号

864 ＳＡＲＡＳＡ　ＨＯＴＥＬ　道頓堀 中央区島之内２丁目９番６号

865 スマイルホテルプレミアム大阪東心斎橋 中央区島之内２丁目１３番１７号

866 ＴＢ－ＳＱＵＡＲＥ 中央区島之内２丁目１３番２２号

867 西日本電信電話株式会社　南ビル 中央区島之内２丁目１４番１５号

868 ドーミーインＰＲＥＭＩＵＭ 中央区島之内２丁目１４番２３号

869 ＤОＴОＮ　ＰＬＡＺＡ 中央区島之内２丁目１５番１０号

870 ライフ天神橋店 中央区島町２丁目３番３号

871 安井建築設計事務所本社ビル 中央区島町２丁目４番７号

872 ミカサ商事株式会社 中央区島町２丁目４番１２号

873 クリスタルタワー 中央区城見１丁目２番２７号

874 松下ＩＭＰビル 中央区城見１丁目３番７号

875 読売テレビ新社屋 中央区城見１丁目３番５０号

876 ホテルニューオータニ　大阪ビル 中央区城見１丁目４番１号

877 ＯＢＰキャッスルタワービル 中央区城見１丁目４番２４号

878 住友生命ＯＢＰ城見ビル 中央区城見１丁目４番３５号

879 住友生命ＯＢＰプラザビル 中央区城見１丁目４番７０号

880 オプテージビル 中央区城見２丁目１番５号

881 ツイン２１ 中央区城見２丁目１番６１号

882 富士通株式会社　Ｏｓａｋａ　Ｈｕｂ 中央区城見２丁目２番６号

883 マルイトＯＢＰビル 中央区城見２丁目２番２２号

884 讀賣テレビ放送株式会社 中央区城見２丁目２番３３号

885 大阪東京海上日動ビルディング 中央区城見２丁目２番５３号

886 ＫＤＤＩ大阪ビル 中央区城見２丁目２番７２号

887 ＫＤＤＩ大阪第２ビル 中央区城見２丁目２番７２号

888 京阪神　ＯＢＰビル 中央区城見２丁目２番８２号

889 キュープラザ心斎橋 中央区心斎橋筋１丁目１番１０号

890 Ｇビル心斎橋０３ 中央区心斎橋筋１丁目２番１７号

891 フェリチタ心斎橋 中央区心斎橋筋１丁目４番２９号

892 株式会社　心斎橋共同センタービルディング（大丸　南館） 中央区心斎橋筋１丁目６番２７号

893 株式会社　大丸松坂屋百貨店　大丸　大阪・心斎橋店　本館 中央区心斎橋筋１丁目７番１号

894 パルコ　心斎橋店 中央区心斎橋筋１丁目８番３号

895 心斎橋ゼロゲート 中央区心斎橋筋１丁目９番１号

896 エトワール心斎橋 中央区心斎橋筋１丁目９番１７号

897 敬和ビル　ルフレ２１ 中央区心斎橋筋１丁目１０番１１号

898 大阪ＢＡＬ（ｇ．ｕ．心斎橋店） 中央区心斎橋筋２丁目１番１７号

899 新日本三ツ寺ビル 中央区心斎橋筋２丁目２番１０号

900 心斎橋プロスパービル 中央区心斎橋筋２丁目２番１９号

901 クィーンズコートビル 中央区心斎橋筋２丁目３番２号

902 ダイヤモンドビル 中央区心斎橋筋２丁目３番１２号

903 戎橋ビル 中央区心斎橋筋２丁目４番９号

904 Ｓｈｉｎｓａｉｂａｓｈｉ　ＧＡＴＥ 中央区心斎橋筋２丁目５番５号

905 小林ビル（クロスホテル大阪） 中央区心斎橋筋２丁目５番１５号

906 プライムスクエア心斎橋 中央区心斎橋筋２丁目７番１８号

907 ルイ・ヴィトン御堂筋ビルディング 中央区心斎橋筋２丁目８番１６号

908 株式会社マンダム本社ビル 中央区十二軒町５番１２号

909 なんばウォーク２・３番街 中央区千日前１丁目虹のまち５番２号

910 アゴーラ・プレイス難波 中央区千日前１丁目９番７号

911 なんばウォークビル 中央区千日前２丁目１番１５号

912 味園　ユニバースビル 中央区千日前２丁目３番９号
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913 延田ビル 中央区千日前２丁目８番４号

914 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８番１７号

915 千日前中央ビル（アムザ１０００） 中央区千日前２丁目９番１７号

916 株式会社　松原興産　エスカールなんばビル 中央区千日前２丁目１０番１号

917 敷島ビル 中央区千日前２丁目１１番５号

918 船場センタービル 中央区船場中央２丁目３番６－４０１号

919 ホテルビスタ大阪［なんば］ 中央区宗右衛門町１番１号

920 宗右衛門町クリスタルビル 中央区宗右衛門町１番１３号

921 美松ビル 中央区宗右衛門町２番３号

922 イビススタイルズ大阪（メトロポリタンビル） 中央区宗右衛門町２番１３号

923 ホリデイ・イン大阪難波 中央区宗右衛門町５番１５号

924 ドン・キホーテ道頓堀店 中央区宗右衛門町７番１３号

925 ホテル京阪　天満橋 中央区谷町１丁目２番１０号

926 アンフィニィ・天満橋 中央区谷町１丁目３番５号

927 アパホテル＜大阪天満橋駅前＞ 中央区谷町１丁目３番８号

928 近畿税理士会館・大同生命ビル 中央区谷町１丁目５番４号

929 天満橋千代田ビル 中央区谷町１丁目７番３号

930 大阪第二法務合同庁舎 中央区谷町２丁目１番１７号

931 大手前類第一ビル 中央区谷町２丁目２番２０号

932 ＮＳビル 中央区谷町２丁目２番２２号

933 サンシャイン大手前ビル 中央区谷町２丁目３番４号

934 マルイト谷町ビル 中央区谷町２丁目３番１２号

935 谷町センタービル 中央区谷町２丁目４番５号

936 谷町ビル 中央区谷町２丁目６番４号

937 ソフト９９ビル 中央区谷町２丁目６番５号

938 谷町スリースリーズビル 中央区谷町２丁目７番４号

939 ＦＡＩＴＨビル（フェースビル） 中央区谷町２丁目７番８号

940 日本福音ルーテル教会　大阪会館（ホテル・ザ・ルーテル） 中央区谷町３丁目１番６号

941 ＭＧ大手前ビル 中央区谷町３丁目１番９号

942 島田商事本社ビル 中央区谷町３丁目１番１２号

943 高田屋大手前ビル 中央区谷町３丁目１番１７号

944 ＮＳ２１ビル 中央区谷町３丁目１番１８号

945 一般社団法人　大阪銀行協会 中央区谷町３丁目３番５号

946 大拓ビル２０ 中央区谷町３丁目６番４号

947 オーナメントビル　（ホテル　サンホワイト） 中央区谷町３丁目７番６号

948 谷町アークビル 中央区谷町４丁目５番９号

949 谷町ＹＦビル 中央区谷町４丁目８番７号

950 サン・モトビル谷町 中央区谷町４丁目８番１３号

951 東横イン　大阪谷四交差点 中央区谷町４丁目１１番１号

952 中央日土地谷町ビル 中央区谷町４丁目１１番６号

953 新野村ビル 中央区谷町５丁目６番１２号

954 日建技術コンサルタント本社ビル 中央区谷町６丁目４番３号

955 大阪府社会福祉会館 中央区谷町７丁目４番１５号

956 南税務署 中央区谷町７丁目５番２３号

957 アクセス谷町ビル 中央区谷町９丁目１番１８号

958 駿台予備学校上本町校 中央区谷町９丁目２番２４号

959 中央谷町ビル 中央区谷町９丁目３番７号

960 ロイヤルホームセンター森ノ宮店 中央区玉造１丁目１番３１号

961 本社　第１ビル 中央区玉造１丁目２番２８号

962 本社　第２ビル 中央区玉造１丁目２番３７号

963 森下仁丹本社ビル 中央区玉造１丁目２番４０号

964 西松ビル 中央区釣鐘町２丁目４番７号

965 京阪ビルディング 中央区天満橋京町１番１号

966 尼信天満橋ビル 中央区天満橋京町１番２６号

967 天満橋八千代ビル　別館 中央区天満橋京町２番６号

968 天満橋京町ビル 中央区天満橋京町２番８号

969 ＫＢ天満橋ビル 中央区天満橋京町２番１７号
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970 株式会社　三菱ＵＦＪ銀行　谷町ビル 中央区常盤町１丁目２番６号

971 中央大通ＦＮビル 中央区常盤町１丁目３番８号

972 ホテルマイステイズ大手前 中央区徳井町１丁目３番２号

973 宇野ビルディング 中央区徳井町２丁目４番１４号

974 リンデンビル 中央区道頓堀１丁目３番３号

975 クロードビル 中央区道頓堀１丁目４番２２号

976 道頓堀ベニスビルⅡ 中央区道頓堀１丁目４番２３号

977 道頓堀ベニスビル１ 中央区道頓堀１丁目４番２７号

978 中座くいだおれビル 中央区道頓堀１丁目７番２１号

979 道頓堀ゼロゲート 中央区道頓堀１丁目８番２２号

980 大阪松竹座 中央区道頓堀１丁目９番１９号

981 王宮ビル 中央区道頓堀２丁目３番２５号

982 第一三共株式会社　関西支店ビル 中央区道修町１丁目３番１３号

983 ミフネ道修町ビル 中央区道修町１丁目４番６号

984 ピカソ北浜ビル 中央区道修町１丁目５番７号

985 朝日生命道修町ビル 中央区道修町１丁目５番１８号

986 ＪＭＦビル北浜０１ 中央区道修町１丁目６番７号

987 北浜コニシビル 中央区道修町１丁目７番１号

988 扶桑道修町ビル 中央区道修町１丁目７番１０号

989 小野薬品工業株式会社　本店 中央区道修町２丁目１番５号

990 Ｔ・Ｍ・Ｂ道修町ビル 中央区道修町２丁目１番１０号

991 住化不動産　道修町ビル 中央区道修町２丁目２番８号

992 武田道修町ビル 中央区道修町２丁目３番６号

993 武田北浜ビル 中央区道修町２丁目３番８号

994 丸善道修町ビルディング 中央区道修町２丁目４番７号

995 塩野日生ビル 中央区道修町２丁目６番６号

996 大日本住友製薬株式会社　本社ビル 中央区道修町２丁目６番８号

997 ＡＳＫ道修町ビル 中央区道修町３丁目１番２号

998 Ｋ．シオノビル 中央区道修町３丁目１番６号

999 塩野義製薬本社ビル 中央区道修町３丁目１番８号

1000 田辺三菱製薬本社ビル 中央区道修町３丁目２番１０号

1001 日本圧着端子製造株式会社 中央区道修町３丁目４番７号

1002 損保ジャパン道修町ビル 中央区道修町３丁目４番１０号

1003 新芝川ビル 中央区道修町３丁目４番１１号

1004 大阪ガス御堂筋東ビル 中央区道修町３丁目５番１１号

1005 京阪神　御堂筋ビル 中央区道修町３丁目６番１号

1006 武田御堂筋ビル 中央区道修町４丁目１番１号

1007 ＫＤＸ小林道修町ビル 中央区道修町４丁目４番１０号

1008 Ｍ＆Ｍビル 中央区道修町４丁目５番１７号

1009 シオノギ道修町ビル 中央区道修町４丁目７番６号

1010 大阪社会福祉指導センター 中央区中寺１丁目１番５４号

1011 ラウンドワン千日前店 中央区難波１丁目３番１号

1012 大阪Ｂ＆Ｖビル 中央区難波１丁目５番１６号

1013 ｎａｍＢａ　ＨＩＰＳ 中央区難波１丁目８番１６号

1014 なんばウォーク１番街 中央区難波２丁目虹のまち１番１号

1015 太陽生命難波ビル 中央区難波２丁目１番２号

1016 御堂筋グランドビル 中央区難波２丁目２番３号

1017 南海難波御堂筋ウエスト 中央区難波２丁目３番７号

1018 ホテル　ユーズアネックス 中央区難波２丁目３番１８号

1019 エディオン　なんば本店 中央区難波３丁目２番１８号

1020 なんば池田ビル 中央区難波３丁目６番１１号

1021 ＧＰ・ＧＡＴＥビル 中央区難波３丁目７番１２号

1022 東宝南街ビル 中央区難波３丁目８番９号

1023 近鉄難波ビル 中央区難波４丁目１番１５号

1024 難波御堂筋ビルディング 中央区難波４丁目２番１号

1025 ホテルロイヤルクラシック大阪 中央区難波４丁目３番３号

1026 難波駅前四丁目ビル 中央区難波４丁目４番１号
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1027 難波御堂筋センタービル 中央区難波４丁目４番４号

1028 南都地所　大阪ビルディング 中央区難波４丁目７番２号

1029 難波フロントビル 中央区難波４丁目７番１４号

1030 ＮＡＭＢＡなんなん 中央区難波５丁目なんなんタウン１０号

1031 南海ターミナルビル 中央区難波５丁目１番６０号

1032 ホテル　アルプス 中央区難波千日前２番２５号

1033 アパホテル〈なんば駅東〉 中央区難波千日前４番２９号

1034 吉本会館 中央区難波千日前１１番６号

1035 ＹＥＳ・ＮＡＭＢＡ 中央区難波千日前１２番７号

1036 難波センタービル 中央区難波千日前１２番２２号

1037 株式会社三菱ＵＦＪ銀行旧難波駅前支店 中央区難波千日前１２番２６号

1038 ＳＷＩＮＧ　ヨシモト 中央区難波千日前１２番３５号

1039 相鉄グランドフレッサ大阪なんば 中央区日本橋１丁目１番１３号

1040 サテライト大阪 中央区日本橋１丁目４番１８号

1041 御宿　野乃なんば 中央区日本橋１丁目４番１８号

1042 国立文楽劇場 中央区日本橋１丁目１２番１０号

1043 東横ＩＮＮ大阪日本橋文楽劇場前 中央区日本橋１丁目１３番２号

1044 ピカソ日本一ビル 中央区日本橋１丁目１７番１７号

1045 ホテルＷＢＦなんば黒門 中央区日本橋１丁目２０番６号

1046 大阪厚生信用金庫 中央区日本橋２丁目８番１４号

1047 日本橋センタービル 中央区日本橋２丁目９番１６号

1048 株式会社関西みらい銀行　心斎橋本社ビル 中央区西心斎橋１丁目２番４号

1049 オー・エム・ホテル日航ビル 中央区西心斎橋１丁目３番３号

1050 心斎橋オーパ本館 中央区西心斎橋１丁目４番３号

1051 御堂筋ビル 中央区西心斎橋１丁目４番５号

1052 ハートンホテル心斎橋　別館 中央区西心斎橋１丁目４番１３号

1053 アーバンＢＬＤ心斎橋 中央区西心斎橋１丁目５番５号

1054 ハートンホテル心斎橋　本館 中央区西心斎橋１丁目５番２４号

1055 ビッグステップ 中央区西心斎橋１丁目６番１４号

1056 心斎橋オーパきれい館 中央区西心斎橋１丁目９番２号

1057 ホテルユニゾ大阪心斎橋 中央区西心斎橋１丁目１０番１０号

1058 ヴィアイン心斎橋ビル 中央区西心斎橋１丁目１０番１５号

1059 ザ・ブリッジホテル心斎橋 中央区西心斎橋１丁目１０番２４号

1060 ニューオーサカホテル心斎橋 中央区西心斎橋１丁目１０番３６号

1061 アパホテル＜なんば北　心斎橋駅前＞ 中央区西心斎橋１丁目１５番１２号

1062 御堂筋ダイヤモンドビル 中央区西心斎橋２丁目１番３号

1063 日本生命御堂筋八幡町ビル 中央区西心斎橋２丁目１番５号

1064 心斎橋Ｗ－Ｐｌａｃｅ 中央区西心斎橋２丁目１番２５号

1065 ＥＤＧＥ心斎橋 中央区西心斎橋２丁目２番３号

1066 御堂筋ジュンアシダビル 中央区西心斎橋２丁目２番７号

1067 御堂筋ミナミビル 中央区西心斎橋２丁目３番２号

1068 難波日興ビル 中央区西心斎橋２丁目４番２号

1069 スポーツタカハシ本店 中央区西心斎橋２丁目５番９号

1070 グランドサウナ心斎橋 中央区西心斎橋２丁目８番１２号

1071 大阪センタービル 中央区西心斎橋２丁目８番３３号

1072 ｋａｒａｋｓａ　ｈｏｔｅｌ　Ｏｓａｋａ　Ｎａｍｂａ 中央区西心斎橋２丁目９番１３号

1073 アーク心斎橋ＷＥＳＴ 中央区西心斎橋２丁目１７番３号

1074 ビジネスホテル　ライオンズロック 中央区西心斎橋２丁目１８番１０号

1075 大江ビル 中央区農人橋１丁目１番２２号

1076 アパヴィラホテル　（大阪谷町４丁目駅前） 中央区農人橋１丁目１番２７号

1077 ＨＫＣ谷町ビル 中央区農人橋１丁目４番３１号

1078 アメリカーナビル 中央区農人橋１丁目４番３３号

1079 信金中央金庫ビル 中央区農人橋１丁目４番３４号

1080 大阪建築会館　大鹿ビル 中央区農人橋２丁目１番１０号

1081 谷町八木ビル 中央区農人橋２丁目１番３０号

1082 大阪府信用農業協同組合連合会事務センター 中央区農人橋２丁目１番３３号

1083 ピップビル 中央区農人橋２丁目１番３６号
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1084 東横イン　大阪船場東 中央区農人橋２丁目４番２９号

1085 林株式会社 中央区博労町１丁目５番５号

1086 堺筋トラストビル 中央区博労町１丁目７番２号

1087 中央博労町ビル 中央区博労町１丁目７番７号

1088 三共堺筋本町ビル 中央区博労町１丁目８番２号

1089 ピカソ堺筋本町ビル 中央区博労町１丁目８番８号

1090 堺筋ＭＳ第２ビル 中央区博労町１丁目９番８号

1091 アーバンネット本町ビル 中央区博労町２丁目１番１３号

1092 大阪堺筋ビル 中央区博労町２丁目２番１３号

1093 チサンイン大阪ほんまち 中央区博労町２丁目３番８号

1094 中博ビル 中央区博労町２丁目４番１１号

1095 西日本電信電話株式会社　大阪中央ビル 中央区博労町２丁目５番１５号

1096 タイガービル 中央区博労町３丁目１番３号

1097 博労町野村ビル 中央区博労町３丁目２番３号

1098 岩田東急ビル 中央区博労町３丁目２番８号

1099 ビル博丈 中央区博労町３丁目３番７号

1100 ホテル・アルファーワン・北心斎橋 中央区博労町３丁目３番１０号

1101 御堂筋グランタワー 中央区博労町３丁目５番１号

1102 御堂筋エスジービル 中央区博労町３丁目６番１号

1103 ヨドコウ第２ビル 中央区博労町４丁目２番１５号

1104 エース大阪本店ビル 中央区博労町４丁目５番２号

1105 本町太平ビル 中央区博労町４丁目５番９号

1106 ハニービル 中央区博労町４丁目６番１０号

1107 国家公務員共済組合連合会　大阪共済会館　（ＫＫＲホテル大阪） 中央区馬場町２番２４号

1108 西日本電信電話株式会社　馬場町ビル 中央区馬場町３番８号

1109 北浜センタービル 中央区東高麗橋１番１２号

1110 塩野義高麗橋ビル 中央区東高麗橋３番１９号

1111 第一住建東心斎橋ビル 中央区東心斎橋１丁目２番１７号

1112 ベストウェスタンホテル　フィーノ大阪心斎橋 中央区東心斎橋１丁目２番１９号

1113 ドウシシャ本社ビル 中央区東心斎橋１丁目５番５号

1114 ドウシシャ東心斎橋ビル 中央区東心斎橋１丁目５番９号

1115 大阪府南警察署 中央区東心斎橋１丁目５番２６号

1116 相鉄フレッサイン　大阪心斎橋 中央区東心斎橋１丁目１２番２３号

1117 いちご心斎橋ビル 中央区東心斎橋１丁目１５番１５号

1118 株式会社　大丸松坂屋百貨店　東清水町ビル　（大丸外商ビル） 中央区東心斎橋１丁目１６番２２号

1119 ホテルヒラリーズ心斎橋 中央区東心斎橋１丁目１７番１１号

1120 日宝ニューコロンブスビル 中央区東心斎橋１丁目１７番２７号

1121 大成閣 中央区東心斎橋１丁目１８番１２号

1122 アイリス心斎橋ビル 中央区東心斎橋１丁目２０番１６号

1123 タカラベルモント本社ビル 中央区東心斎橋２丁目１番１号

1124 ドーミーインＰＲＥＭＩＵＭなんばＡＮＮＥＸ 中央区東心斎橋２丁目１番６号

1125 大阪富士屋ホテル 中央区東心斎橋２丁目２番２号

1126 カンデオホテルズ大阪なんば 中央区東心斎橋２丁目２番５号

1127 エイトワンビル 中央区東心斎橋２丁目６番５号

1128 荒川化学工業株式会社　本社ビル 中央区平野町１丁目３番７号

1129 辰野平野町ビル 中央区平野町１丁目５番７号

1130 小池ビル 中央区平野町１丁目８番７号

1131 平野町安井ビル 中央区平野町１丁目８番８号

1132 平野町八千代ビル 中央区平野町１丁目８番１３号

1133 沢の鶴ビル 中央区平野町２丁目１番２号

1134 ＫＤＸ北浜ビル 中央区平野町２丁目１番１４号

1135 アーバンエース北浜ビル 中央区平野町２丁目３番７号

1136 武田平野町ビル 中央区平野町２丁目４番９号

1137 淀屋橋ＰＲＥＸ 中央区平野町２丁目４番９号

1138 平野町センチュリービル 中央区平野町２丁目５番８号

1139 ヒロセ平野町ビル 中央区平野町２丁目６番６号

1140 キューアス平野町ビル 中央区平野町３丁目１番２号
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1141 平野町中央ビル 中央区平野町３丁目２番１３号

1142 東横イン淀屋橋駅南 中央区平野町３丁目４番６号

1143 大阪Ｔ．Ｋビル 中央区平野町３丁目４番１４号

1144 御堂筋野村ビル 中央区平野町３丁目５番１２号

1145 あいおいニッセイ同和損保　御堂筋ビル 中央区平野町３丁目６番１号

1146 大阪ガスビルディング 中央区平野町４丁目１番２号

1147 オービック御堂筋ビル 中央区平野町４丁目２番３号

1148 日本郵便株式会社　大阪東郵便局 中央区備後町１丁目３番８号

1149 堺筋東野村ビル 中央区備後町１丁目４番５号

1150 シークスビル 中央区備後町１丁目４番９号

1151 大和ハウス備後町ビル 中央区備後町１丁目５番２号

1152 明治安田生命備後町ビル 中央区備後町１丁目６番１５号

1153 ＥＮＤＯ堺筋ビル 中央区備後町１丁目７番３号

1154 ニッセイ備後町ビル 中央区備後町１丁目７番１０号

1155 備後町野村ビル 中央区備後町２丁目１番８号

1156 りそな　本店ビル 中央区備後町２丁目２番１号

1157 森田ビルディング 中央区備後町２丁目４番６号

1158 日本精化ビル 中央区備後町２丁目４番９号

1159 綿業会館 中央区備後町２丁目５番８号

1160 サンライズビル 中央区備後町２丁目６番８号

1161 小泉株式会社　本社ビル 中央区備後町３丁目１番８号

1162 敷島ビル 中央区備後町３丁目２番６号

1163 サンビル備後町 中央区備後町３丁目３番３号

1164 小泉産業株式会社　本社ビル 中央区備後町３丁目３番７号

1165 備後町コイズミビル 中央区備後町３丁目３番９号

1166 備後町山口玄ビル 中央区備後町３丁目４番１号

1167 株式会社輸出繊維会館 中央区備後町３丁目４番９号

1168 大雅ビル 中央区備後町３丁目６番２号

1169 ＫＦセンタービル 中央区備後町３丁目６番２号

1170 アーバネックス備後町ビル 中央区備後町３丁目６番１４号

1171 御堂筋三井ビルディング 中央区備後町４丁目１番３号

1172 ホテルブライトンシティ大阪北浜 中央区伏見町１丁目１番６号

1173 三井住友銀行高麗橋ビル 中央区伏見町２丁目１番１号

1174 伏見町ＫＡＮＢＥビル 中央区伏見町２丁目６番６号

1175 アパヴィラホテル＜淀屋橋＞ 中央区伏見町３丁目１番９号

1176 淀屋橋戸田ビル 中央区伏見町３丁目２番４号

1177 伏見町ＫＹビル 中央区伏見町３丁目２番６号

1178 淀屋橋ＫＡＫＥＮビル 中央区伏見町３丁目３番８号

1179 三菱ＵＦＪ銀行　大阪ビル（別館） 中央区伏見町３丁目４番９号

1180 三菱ＵＦＪ銀行　大阪ビル（本館） 中央区伏見町３丁目５番６号

1181 三菱ＵＦＪ信託銀行　大阪ビル 中央区伏見町３丁目６番３号

1182 明治安田生命大阪御堂筋ビル 中央区伏見町４丁目１番１号

1183 ＷＡＫＩＴＡ藤村御堂筋ビル 中央区伏見町４丁目２番１４号

1184 ＨＫ淀屋橋ガーデンアベニュー 中央区伏見町４丁目３番９号

1185 日生伏見町ビル本館 中央区伏見町４丁目４番１号

1186 淀屋橋東洋ビル 中央区伏見町４丁目４番９号

1187 新伏見町ビル 中央区伏見町４丁目４番１０号

1188 レナ天満橋ビル 中央区船越町１丁目６番６号

1189 アネックス　パル法円坂 中央区法円坂１丁目１番３５号

1190 デイリーカナートイズミヤ法円坂店 中央区法円坂２丁目１番３５号

1191 西川株式会社　大阪オフィス第一ビル 中央区本町１丁目３番１５号

1192 大阪府東警察署 中央区本町１丁目３番１８号

1193 大阪産業創造館 中央区本町１丁目４番５号

1194 エスリードビル本町 中央区本町１丁目４番８号

1195 ＡＢホテル大阪堺筋本町 中央区本町１丁目４番１０号

1196 大阪山甚ビル 中央区本町１丁目５番６号

1197 西村ビル 中央区本町１丁目５番７号
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1198 ダイワロイネットホテル大阪堺筋本町 中央区本町１丁目５番１０号

1199 いちご堺筋本町ビル 中央区本町１丁目６番１６号

1200 富士ソフトビル 中央区本町１丁目６番１７号

1201 ＥＮＤＯ本町ビル 中央区本町１丁目６番１９号

1202 西川株式会社　大阪オフィス第二ビル 中央区本町１丁目６番２２号

1203 三星本町ビル 中央区本町１丁目７番１号

1204 本町センチュリービル 中央区本町１丁目７番６号

1205 ＷＡＫＩＴＡ堺筋本町ビル 中央区本町１丁目７番７号

1206 オーク堺筋本町ビル 中央区本町１丁目８番１２号

1207 堺筋本町センタービル 中央区本町２丁目１番６号

1208 本町第２ビル 中央区本町２丁目２番５号

1209 大阪商工信用金庫本店 中央区本町２丁目２番８号

1210 アソルティ本町 中央区本町２丁目３番４号

1211 片山工業株式会社　本町ビジネスビル 中央区本町２丁目３番６号

1212 三甲大阪本町ビル 中央区本町２丁目３番８号

1213 船場旭ビル 中央区本町２丁目３番１４号

1214 メットライフ本町スクエア 中央区本町２丁目５番７号

1215 センバセントラルビル 中央区本町２丁目６番８号

1216 本町センタービル 中央区本町２丁目６番１０号

1217 大一ビル 中央区本町２丁目６番１１号

1218 株式会社　オンワード樫山　大阪支店　本町ビル 中央区本町３丁目２番５号

1219 牧村本町ビル 中央区本町３丁目２番８号

1220 ホテルマイステイズ御堂筋本町 中央区本町３丁目２番１０号

1221 つるや株式会社　本社ビル 中央区本町３丁目３番５号

1222 山口興産本町ビル 中央区本町３丁目３番８号

1223 アドヴァン大阪支店ビル 中央区本町３丁目３番１２号

1224 東京建物本町ビル 中央区本町３丁目４番８号

1225 本町野村ビル 中央区本町３丁目４番１０号

1226 カネセビル 中央区本町３丁目５番５号

1227 御堂筋本町ビル 中央区本町３丁目５番７号

1228 本町ガーデンシティ 中央区本町３丁目６番４号

1229 第二有楽ビル 中央区本町４丁目１番７号

1230 御堂ビルディング 中央区本町４丁目１番１３号

1231 学校法人　相愛学園 中央区本町４丁目１番２３号

1232 本町セントラルビル 中央区本町４丁目２番５号

1233 野村不動産御堂筋本町ビル 中央区本町４丁目２番１２号

1234 本町サンケイビル 中央区本町４丁目３番９号

1235 ＲＥ－０１２ 中央区本町４丁目４番１７号

1236 住友生命本町第２ビル 中央区本町４丁目４番２４号

1237 本町オルゴビル 中央区本町４丁目４番２５号

1238 大阪ビューホテル　本町 中央区本町４丁目５番２号

1239 本町スクウェアビルⅡ 中央区本町４丁目５番１６号

1240 本町ＹＳビル 中央区本町４丁目５番１８号

1241 本町スクウェアビル 中央区本町４丁目６番７号

1242 ホテルコルディア大阪　本町 中央区本町４丁目６番１４号

1243 本町橋タワー 中央区本町橋１番５号

1244 マイドームおおさか 中央区本町橋２番５号

1245 大阪商工会議所ビル 中央区本町橋２番８号

1246 第七松屋ビル 中央区本町橋２番２３号

1247 シティプラザ大阪 中央区本町橋２番３１号

1248 株式会社　ＰＡＬＴＡＣ　本社 中央区本町橋２番４６号

1249 リブラ南久宝寺町１号館（東館） 中央区南久宝寺町２丁目１番１号

1250 リブラ南久宝寺町１号館（北館） 中央区南久宝寺町２丁目１番１号

1251 竹田ビル 中央区南久宝寺町２丁目１番２号

1252 船場フジイビル 中央区南久宝寺町２丁目２番９号

1253 東横ＩＮＮ大阪船場Ⅱ 中央区南久宝寺町２丁目５番１４号

1254 ＭＰＲ本町ビル 中央区南久宝寺町３丁目１番８号
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1255 第一住建南久宝寺町ビル 中央区南久宝寺町３丁目２番７号

1256 萬栄　プレミアム館 中央区南久宝寺町３丁目３番１１号

1257 三興ビル 中央区南久宝寺町３丁目４番１４号

1258 御堂筋センタービル 中央区南久宝寺町３丁目６番６号

1259 清原株式会社 中央区南久宝寺町４丁目５番２号

1260 アップウェル船場 中央区南久宝寺町４丁目５番１７号

1261 フルサトビル 中央区南新町１丁目２番１０号

1262 南新町ＥＸＣＥＬ　ＢＬＤＧ． 中央区南新町１丁目３番１０号

1263 マルカキカイ株式会社　本社ビル 中央区南新町２丁目２番５号

1264 リプロ南船場 中央区南船場１丁目３番５号

1265 プレミアム　長堀ビル 中央区南船場１丁目３番９号

1266 ストークビル南船場 中央区南船場１丁目３番１４号

1267 長堀安田ビル 中央区南船場１丁目１１番９号

1268 長堀八千代ビル 中央区南船場１丁目１１番９号

1269 船場グランドビル 中央区南船場１丁目１２番３号

1270 関西ユビキタス 中央区南船場１丁目１２番１１号

1271 株式会社　ベルハウス 中央区南船場１丁目１２番１３号

1272 井澤金属株式会社　本店ビル 中央区南船場１丁目１３番１０号

1273 南船場スクエアビル 中央区南船場１丁目１３番１４号

1274 アイカビル 中央区南船場１丁目１３番２７号

1275 大成建設株式会社　関西支店ビル 中央区南船場１丁目１４番１０号

1276 堺筋稲畑ビル 中央区南船場１丁目１５番１４号

1277 大阪岡本ビル 中央区南船場１丁目１６番１０号

1278 堺筋ベストビル 中央区南船場１丁目１６番１３号

1279 ムラキビル 中央区南船場１丁目１６番２０号

1280 パールビル 中央区南船場１丁目１７番９号

1281 南船場ＮＳビル 中央区南船場１丁目１７番１０号

1282 ＳＲビル長堀 中央区南船場１丁目１８番１１号

1283 商工中金船場ビル 中央区南船場１丁目１８番１７号

1284 ＰＨＯＥＮＩＸ南船場 中央区南船場２丁目１番３号

1285 ＣＡＲＰ南船場第１ビル 中央区南船場２丁目１番１０号

1286 加賀ビル（大阪） 中央区南船場２丁目２番６号

1287 株式会社　ローブ 中央区南船場２丁目２番２５号

1288 南船場ハートビル 中央区南船場２丁目３番２号

1289 中央区南船場２丁目３番６号

1290 長堀プラザビル 中央区南船場２丁目４番８号

1291 ネストホテル大阪心斎橋 中央区南船場２丁目４番１０号

1292 ユアサ大阪ビル 中央区南船場２丁目４番１２号

1293 東泉ビル 中央区南船場２丁目４番２３号

1294 長堀コミュニティビル 中央区南船場２丁目５番８号

1295 クリスタファイブ 中央区南船場２丁目５番１２号

1296 自重堂ビル 中央区南船場２丁目５番２３号

1297 エイコービル 中央区南船場２丁目５番２号

1298 ビスポークホテル心斎橋 中央区南船場２丁目６番２５号

1299 シンセイビル 中央区南船場２丁目７番２６号

1300 スマイルホテルプレミアム大阪本町 中央区南船場２丁目８番６号

1301 シマノ・住友生命ビル 中央区南船場２丁目９番８号

1302 ＮＥビル 中央区南船場２丁目９番１４号

1303 ニッセイ南船場ビル 中央区南船場２丁目１０番１０号

1304 ＫＡＺＵ．ＩＴ．ＢＬＤＧ 中央区南船場２丁目１０番２７号

1305 ＮＬＣ心斎橋アースビル 中央区南船場２丁目１０番３０号

1306 ＧＡＴＯ三休橋ビル 中央区南船場２丁目１１番２０号

1307 大阪ＢＸビル 中央区南船場２丁目１１番２６号

1308 エア・ウォータービル 中央区南船場２丁目１２番８号

1309 ベッセルイン心斎橋 中央区南船場２丁目１２番１１号

1310 新家ビル 中央区南船場２丁目１２番１２号

1311 ルグラン心斎橋 中央区南船場２丁目１２番１６号
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1312 ＩＰ　ＣＩＴＹ　ＨＯＴＥＬ　Ｏｓａｋａ 中央区南船場２丁目１２番２２号

1313 南船場ユーズビル 中央区南船場３丁目２番４号

1314 大阪農林会館 中央区南船場３丁目２番６号

1315 おおきに南船場ビル 中央区南船場３丁目２番２２号

1316 サカイビル 中央区南船場３丁目３番４号

1317 ホテル　トラスティ心斎橋 中央区南船場３丁目３番１７号

1318 心斎橋ＳＣ 中央区南船場３丁目４番１２号

1319 東道ビル 中央区南船場３丁目４番２２号

1320 出光ナガホリビル 中央区南船場３丁目４番２６号

1321 オーク心斎橋ビル 中央区南船場３丁目５番８号

1322 心斎橋フロントビル 中央区南船場３丁目５番１１号

1323 エミネント心斎橋ビル 中央区南船場３丁目６番１０号

1324 Ｋ’ｓ心斎橋ビルド 中央区南船場３丁目６番１８号

1325 ＮＬＣ心斎橋 中央区南船場３丁目７番２７号

1326 ダイワロイネットホテル大阪心斎橋 中央区南船場３丁目９番８号

1327 徳島ビル 中央区南船場３丁目９番１０号

1328 御堂筋武田ビル 中央区南船場３丁目９番１５号

1329 Ａ‐ＦＬＡＧ　ＫＩＴＡＳＨＩＮＳＡＩＢＡＳＨＩ 中央区南船場３丁目１０番１１号

1330 銀泉　心斎橋ビル 中央区南船場３丁目１０番１９号

1331 Ｇビル御堂筋０１ 中央区南船場３丁目１０番２５号

1332 心斎橋大陽ビル 中央区南船場３丁目１１番１０号

1333 郵政福祉　心斎橋ビル 中央区南船場３丁目１１番１８号

1334 住江織物ビル 中央区南船場３丁目１１番２０号

1335 クリスタ長堀（長堀地下街） 中央区南船場４丁目　長堀地下街８号

1336 Ｗ　ＯＳＡＫＡ 中央区南船場４丁目１番３号

1337 日本生命御堂筋ビル 中央区南船場４丁目２番４号

1338 ＪＰＲ心斎橋ビル 中央区南船場４丁目２番１１号

1339 ヒューリック心斎橋ビル 中央区南船場４丁目３番２号

1340 大阪豊田ビル 中央区南船場４丁目３番１１号

1341 心斎橋東急ビル 中央区南船場４丁目４番３号

1342 辰野心斎橋ビル 中央区南船場４丁目４番１０号

1343 ＴＯＤＡ　ＢＵＩＬＤＩＮＧ　心斎橋 中央区南船場４丁目４番２１号

1344 心斎橋中央ビル 中央区南船場４丁目７番６号

1345 オーガニックビル（小倉屋山本本社ビル） 中央区南船場４丁目７番２１号

1346 Ｇ－ＴＥＲＲＡＣＥ　ＳＨＩＮＳＡＩＢＡＳＨＩ 中央区南船場４丁目１１番２０号

1347 ＪＰＲ心斎橋ウエスト 中央区南船場４丁目１１番２８号

1348 関西心斎橋ビル 中央区南船場４丁目１２番８号

1349 ニッセイ心斎橋ウェスト 中央区南船場４丁目１２番１２号

1350 ＳｔｏＲＫ　ＢＬＤＧ． 中央区南本町１丁目４番１０号

1351 ＴＨＥ　ＬＩＶＥＬＹ　大阪本町 中央区南本町１丁目５番１１号

1352 三陽ビル 中央区南本町１丁目６番２０号

1353 明治安田生命堺筋本町ビル 中央区南本町１丁目７番１５号

1354 ＪＲＥ堺筋本町ビル 中央区南本町１丁目８番１４号

1355 本町サザンビル 中央区南本町２丁目１番１号

1356 福武ビルディング 中央区南本町２丁目１番３号

1357 創建本町ビル 中央区南本町２丁目１番８号

1358 明治屋南本町ビル 中央区南本町２丁目２番２号

1359 池萬堺筋ビル 中央区南本町２丁目２番５号

1360 辰野南本町ビル 中央区南本町２丁目２番９号

1361 コートヤード・バイ・マリオット大阪本町 中央区南本町２丁目３番７号

1362 ＫＤＸ南本町ビル 中央区南本町２丁目３番８号

1363 ＥＤＧＥ本町 中央区南本町２丁目３番１２号

1364 インターワンプレイス本町 中央区南本町２丁目４番６号

1365 ミズワンビル 中央区南本町２丁目４番８号

1366 丸忠　第二ビルディング 中央区南本町２丁目４番１０号

1367 ファースト船場 中央区南本町２丁目６番５号

1368 サンマリオンＮＢＦタワー 中央区南本町２丁目６番１２号
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1369 中和物産（株）江綿第２ビル 中央区南本町３丁目１番８号

1370 中和物産　南本町ビル 中央区南本町３丁目２番２３号

1371 赤ちゃん本舗本社ビル 中央区南本町３丁目３番２１号

1372 本町エイトビル 中央区南本町３丁目３番２２号

1373 中央区南本町３丁目４番７号

1374 イトゥビル 中央区南本町３丁目６番１４号

1375 ヨドコウビル 中央区南本町４丁目１番１号

1376 ホンマチ山本ビル 中央区南本町４丁目１番１０号

1377 モリト株式会社　モリトビル 中央区南本町４丁目２番４号

1378 アパホテル＆リゾート＜御堂筋本町駅タワー＞ 中央区南本町４丁目２番９号

1379 イヨビルディング 中央区南本町４丁目２番２１号

1380 東亜ビル 中央区南本町４丁目５番７号

1381 ユニゾインエクスプレス大阪南本町 中央区南本町４丁目５番１８号

1382 住宅金融支援機構・矢野ビル 中央区南本町４丁目５番２０号

1383 ビエラ森ノ宮 中央区森ノ宮中央１丁目１番３０号

1384 株式会社　サクラクレパス　本社ビル 中央区森ノ宮中央１丁目６番２０号

1385 テルウェル西日本ビル 中央区森ノ宮中央１丁目７番１２号

1386 大阪シティ信用金庫　森ノ宮ビル 中央区森ノ宮中央１丁目８番１号

1387 アピデ株式会社　本社社屋 中央区森ノ宮中央１丁目９番７号

1388 株式会社　チュチュアンナ本社ビル 中央区森ノ宮中央１丁目１０番２号

1389 大阪中央労働総合庁舎 中央区森ノ宮中央１丁目１５番１０号

1390 大阪市こども相談センター・森ノ宮ピロティホール 中央区森ノ宮中央１丁目１７番５号

1391 セントラルスクエア森ノ宮店 中央区森ノ宮中央２丁目１番３０号

1392 もりのみやキューズモールＢＡＳＥ 中央区森ノ宮中央２丁目１番７０号

1393 平田タイル本社ビル 西区阿波座１丁目１番１０号

1394 関電不動産西本町ビル 西区阿波座１丁目３番１５号

1395 野村不動産四ツ橋ビル 西区阿波座１丁目４番４号

1396 サン・フレール本社ビル 西区阿波座１丁目４番１６号

1397 大和ビル 西区阿波座１丁目５番１６号

1398 ＭＩＤ西本町ビル 西区阿波座１丁目６番１号

1399 カーニープレイス本町 西区阿波座１丁目６番１３号

1400 商工中金阿波座ビル 西区阿波座１丁目７番１３号

1401 三菱ＵＦＪ銀行信濃橋ビル 西区阿波座１丁目７番１７号

1402 阿波座パークビル 西区阿波座１丁目９番９号

1403 大阪堂島商品取引所ビル 西区阿波座１丁目１０番１４号

1404 大阪ソーダビル 西区阿波座１丁目１２番１８号

1405 西本町中央ビル 西区阿波座１丁目１３番１３号

1406 第一協業ビル 西区阿波座１丁目１５番１５号

1407 大阪本町西第一ビルディング 西区阿波座２丁目１番１号

1408 アーバンエース阿波座ビル 西区阿波座２丁目１番４号

1409 西日本電信電話株式会社　阿波座ビル 西区阿波座２丁目１番１１号

1410 いちご西本町ビル 西区阿波座２丁目２番１８号

1411 西本町大五ビル 西区阿波座２丁目４番２３号

1412 本町平成ビル 西区立売堀１丁目２番１２号

1413 本町産金ビル 西区立売堀１丁目２番１４号

1414 第三富士ビル 西区立売堀１丁目３番１３号

1415 花王株式会社　大阪事業場 西区立売堀１丁目４番１号

1416 立売堀スクエア 西区立売堀１丁目４番１２号

1417 アマノ大阪支店 西区立売堀１丁目６番１７号

1418 建設交流館 西区立売堀２丁目１番２号

1419 日建ビル 西区立売堀２丁目１番９号

1420 ㈱山善本社ビル 西区立売堀２丁目３番１６号

1421 ＤＧビルなにわ筋 西区立売堀２丁目４番５号

1422 大阪トヨペットビル 西区立売堀３丁目１番１号

1423 阿波座ビル 西区立売堀３丁目１番１４号

1424 立売堀泉ビル 西区立売堀３丁目２番５号

1425 三井住友銀行　立売堀ビル 西区立売堀４丁目１番２０号
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1426 銀泉　阿波座ビル 西区立売堀４丁目２番２１号

1427 ヨツギビル 西区立売堀４丁目５番２１号

1428 大嘉ビル 西区立売堀４丁目６番９号

1429 大阪市阿波座センタービル 西区立売堀４丁目１０番１８号

1430 因幡電機産業本社ビル 西区立売堀４丁目１１番１４号

1431 杉本商事株式会社本社ビル 西区立売堀５丁目７番２７号

1432 住電商事ビル 西区立売堀５丁目８番１１号

1433 プライム本町ビルディング 西区靭本町１丁目４番２号

1434 本町ＫＡＺビル 西区靭本町１丁目４番８号

1435 本町富士ビル 西区靭本町１丁目４番１２号

1436 本町辰巳ビル 西区靭本町１丁目５番６号

1437 第二富士ビル 西区靭本町１丁目５番１５号

1438 大阪華東ビルディング 西区靭本町１丁目６番６号

1439 本町西井ビル 西区靭本町１丁目６番１０号

1440 株式会社帝国データバンク　大阪支社ビル 西区靭本町１丁目６番１８号

1441 関包スチールビル 西区靭本町１丁目６番２１号

1442 ホテル・アンドルームス大阪本町 西区靭本町１丁目７番７号

1443 靭イーストビル 西区靭本町１丁目７番９号

1444 ＳＫＫビル 西区靭本町１丁目７番２２号

1445 コットンニッセイビル 西区靭本町１丁目８番２号

1446 大阪科学技術センタービル 西区靭本町１丁目８番４号

1447 一般財団法人　近畿富山会館 西区靭本町１丁目９番１５号

1448 三共本町ビル 西区靭本町１丁目１０番２４号

1449 信濃橋三井ビルディング 西区靭本町１丁目１１番７号

1450 信濃橋東洋ビル 西区靭本町１丁目１２番４号

1451 マツモト産業ビル 西区靭本町１丁目１２番６号

1452 なにわ筋ビル 西区靭本町１丁目２０番１３号

1453 なにわ筋本町ＭＩＤビル 西区靭本町２丁目３番２号

1454 シティルートホテル 西区靭本町２丁目３番６号

1455 大同生命大阪本社 西区江戸堀１丁目２番１，１１号

1456 山下ビル 西区江戸堀１丁目２番１６号

1457 肥後橋レックスビル 西区江戸堀１丁目３番３号

1458 新石原ビル 西区江戸堀１丁目３番１５号

1459 ワキタ本社ビル 西区江戸堀１丁目３番２０号

1460 ＨＯＴＥＬ　ＣＯＲＤＩＡ　ＯＳＡＫＡ 西区江戸堀１丁目３番２５号

1461 肥後橋ＭＩＤビル 西区江戸堀１丁目５番１６号

1462 肥後橋渡辺ビル 西区江戸堀１丁目６番１０号

1463 銀泉　江戸堀ビル 西区江戸堀１丁目８番５号

1464 肥後橋センタービル 西区江戸堀１丁目９番１号

1465 肥後橋ユニオンビル 西区江戸堀１丁目９番６号

1466 ダイダン株式会社本店ビル 西区江戸堀１丁目９番２５号

1467 肥後橋ニッタイビル 西区江戸堀１丁目１０番２号

1468 パシフィックマークス肥後橋 西区江戸堀１丁目１０番８号

1469 損保ジャパン肥後橋ビル 西区江戸堀１丁目１１番４号

1470 ろうきん肥後橋ビル 西区江戸堀１丁目１２番１号

1471 明治安田生命肥後橋ビル 西区江戸堀１丁目１２番８号

1472 成泉ビル 西区江戸堀１丁目１３番１０号

1473 アルテビル肥後橋 西区江戸堀１丁目１５番２７号

1474 小谷ビル 西区江戸堀１丁目１８番１１号

1475 三井住友銀行会館 西区江戸堀１丁目１８番３０号

1476 肥後橋ＩＰビル 西区江戸堀１丁目１８番３５号

1477 肥後橋ビル 西区江戸堀１丁目２３番３７号

1478 江戸堀ヤタニビル 西区江戸堀１丁目２５番７号

1479 ＫＳ大阪江戸堀ビル 西区江戸堀１丁目２５番１３号

1480 江戸堀グロウスビル 西区江戸堀１丁目２６番２０号

1481 江戸堀センタービル 西区江戸堀２丁目１番１号

1482 アズワン本社ビル 西区江戸堀２丁目１番２７号
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1483 アズワン別館 西区江戸堀２丁目２番１号

1484 ホスピタリティ　ツーリズム専門学校大阪　１号館 西区江戸堀２丁目６番２９号

1485 江戸堀フコク生命ビル 西区江戸堀２丁目６番３３号

1486 Ｒ＆Ｈビル 西区江戸堀３丁目１番３１号

1487 湯元「花乃井」スーパーホテル大阪天然温泉 西区江戸堀３丁目６番３５号

1488 ＪＡ共済連大阪ビル 西区江戸堀３丁目６番３８号

1489 辰巳ビルディング 西区京町堀１丁目３番１３号

1490 ＮＴＮ株式会社　本社ビル 西区京町堀１丁目３番１７号

1491 センチュリービル 西区京町堀１丁目４番１６号

1492 肥後橋プラザビル 西区京町堀１丁目４番２２号

1493 立正佼成会大阪普門館 西区京町堀１丁目５番１５号

1494 肥後橋ルーセントビル 西区京町堀１丁目６番２号

1495 アーバンリサーチビル 西区京町堀１丁目６番４号

1496 明星ビル 西区京町堀１丁目８番５号

1497 京町堀スクエア 西区京町堀１丁目８番３３号

1498 三菱ＵＦＪ銀行　京町堀クラブ 西区京町堀１丁目１２番１３号

1499 京町堀センタービルディング 西区京町堀１丁目１７番１６号

1500 長堀新興産ビル 西区北堀江１丁目１番４号

1501 四ツ橋イーストビル 西区北堀江１丁目１番１８号

1502 四ツ橋センタービル 西区北堀江１丁目１番２１号

1503 アステリオ北堀江　ザ・メトロタワー 西区北堀江１丁目２番１９号

1504 四ツ橋新興産ビル 西区北堀江１丁目５番２号

1505 サンワールドビル 西区北堀江１丁目６番２号

1506 クリモトビル 西区北堀江１丁目１２番１９号

1507 非破壊検査ビル 西区北堀江１丁目１８番１４号

1508 八光心斎橋　ＡＩＲ　Ｂｌｄｇ． 西区北堀江１丁目１９番１号

1509 四ツ橋ＫＭビル 西区北堀江１丁目１９番８号

1510 久我ビルヂング南館 西区北堀江２丁目２番２５号

1511 ＯＣＡ大阪デザイン＆ＩＴテクノロジー専門学校 西区北堀江２丁目４番６号

1512 堀江小学校 西区北堀江３丁目２番１６号

1513 京阪神　北堀江ビル 西区北堀江３丁目６番１１号

1514 三木産業ビル 西区北堀江３丁目１２番２３号

1515 英和本社ビル 西区北堀江４丁目１番７号

1516 大阪市立中央図書館 西区北堀江４丁目３番２号

1517 九条ビル 西区九条１丁目２７番６号

1518 ドーム前いずみビル 西区九条南１丁目２番２０号

1519 関西電力送配電株式会社　九条配電営業所 西区九条南１丁目１１番１８号

1520 フォレオ大阪ドームシティ 西区九条南１丁目１２番３３号

1521 大阪市消防局 西区九条南１丁目１２番５４号

1522 大阪市高速電気軌道株式会社　本社 西区九条南１丁目１２番６２号

1523 長瀬産業大阪本社ビル 西区新町１丁目１番１７号

1524 新町ビル 西区新町１丁目２番１３号

1525 四ツ橋セントラルビル 西区新町１丁目３番１２号

1526 ＹＯＳＡビル 西区新町１丁目３番１６号

1527 ホワイトドームプラザ 西区新町１丁目４番１２号

1528 大幸ビル 西区新町１丁目４番２１号

1529 大阪四ツ橋新町ビル 西区新町１丁目４番２４号

1530 ニッケ四ツ橋ビル 西区新町１丁目４番２６号

1531 四ツ橋ビルディング 西区新町１丁目５番７号

1532 四ツ橋ＮＫビル 西区新町１丁目５番８号

1533 ハートンホテル心斎橋長堀通 西区新町１丁目５番１１号

1534 日本ピラー工業株式会社　本社ビル 西区新町１丁目７番１号

1535 株式会社　三井住友銀行　四ツ橋ビル 西区新町１丁目９番２号

1536 大阪産業ビル 西区新町１丁目１０番２号

1537 ダイワロイネットホテル四ツ橋 西区新町１丁目１０番１２号

1538 四ツ橋ＫＦビル 西区新町１丁目１３番３号

1539 デンソー本社ビル 西区新町１丁目１３番１８号
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1540 オリックス劇場 西区新町１丁目１４番１５号

1541 信栄商会ビル 西区新町１丁目１７番５号

1542 四ツ橋クリスタルビル 西区新町１丁目２７番５号

1543 １＆Ｄビル 西区新町１丁目２７番９号

1544 四ツ橋グランスクエア 西区新町１丁目２８番３号

1545 なにわ筋ファーストビル 西区新町１丁目３２番１１号

1546 ＩＳＳビル 西区新町１丁目３３番８号

1547 モンベル本社ビル 西区新町１丁目３３番２０号

1548 トラスコグレンチェックビル 西区新町１丁目３４番１５号

1549 モンベル　本社ビル 西区新町２丁目２番２号

1550 なにわ筋ＳＩＡビル 西区新町２丁目４番２号

1551 京阪神　新町第１ビル 西区新町２丁目７番５号

1552 ライフ　西大橋店 西区新町２丁目９番１７号

1553 新町グレ－スビル 西区新町２丁目２０番６号

1554 ＩＮＳＯＵビル 西区新町３丁目６番１０号

1555 高六大阪ビル 西区新町３丁目１１番３号

1556 西区役所総合庁舎 西区新町４丁目５番１４号

1557 西日本電信電話株式会社　新町ビル 西区新町４丁目６番９号

1558 ＡＰ新町ビル 西区新町４丁目６番２０号

1559 イオンモール大阪ドームシティ 西区千代崎３丁目北２番１０号

1560 京セラドーム大阪 西区千代崎３丁目中２番１号

1561 ＩＣＣビル 西区千代崎３丁目南２番３７号

1562 ドームシティガスビル 西区千代崎３丁目南２番３７号

1563 ｈｕ＋ｇＭＵＳＥＵＭ 西区千代崎３丁目南２番５９号

1564 スーパービバホーム大阪ドームシティ店 西区千代崎３丁目南２番６６号

1565 アパホテル＜大阪肥後橋駅前＞ 西区土佐堀１丁目２番１号

1566 山文ビル 西区土佐堀１丁目２番１０号

1567 肥後橋シミズビル 西区土佐堀１丁目３番７号

1568 快適生活ビル 西区土佐堀１丁目３番１８号

1569 三菱重工大阪ビル 西区土佐堀１丁目３番２０号

1570 西日本電信電話株式会社　土佐堀ビル 西区土佐堀１丁目３番３４号

1571 日栄ビルディング 西区土佐堀１丁目４番８号

1572 金鳥土佐堀ビル 西区土佐堀１丁目４番１１号

1573 アーバンエース肥後橋ビル 西区土佐堀１丁目４番１４号

1574 大阪ＹＭＣＡ会館 西区土佐堀１丁目５番６号

1575 ＫＤＸ土佐堀ビル 西区土佐堀１丁目５番１１号

1576 ライフ土佐堀店 西区土佐堀１丁目５番２５号

1577 新栄ビルディング 西区土佐堀１丁目６番２０号

1578 土佐堀ダイビル 西区土佐堀２丁目２番４号

1579 エステート土佐堀 西区土佐堀２丁目２番１７号

1580 パラマウントベッド株式会社　大阪支店 西区土佐堀２丁目３番３３号

1581 テクノアソシエ　本社ビル 西区土佐堀３丁目３番１７号

1582 アンダーツリー本社ビル 西区西本町１丁目２番８号

1583 岡島ビル 西区西本町１丁目２番１４号

1584 信濃橋富士ビル 西区西本町１丁目３番１０号

1585 大阪建大ビルディング 西区西本町１丁目３番１５号

1586 オリックス本町ビル 西区西本町１丁目４番１号

1587 扶桑ビル 西区西本町１丁目５番３号

1588 Ｐｒｅｍｉｅｒ大阪・本町 西区西本町１丁目５番１０号

1589 ＣＥ西本町ビル 西区西本町１丁目７番７号

1590 ワイダ本町ビル 西区西本町１丁目７番１９号

1591 ボージェストビル 西区西本町１丁目９番２２号

1592 エスペリアイン大阪本町 西区西本町１丁目１１番８号

1593 岡本興産ビル 西区西本町１丁目１１番９号

1594 立花エレテック　本社ビル 西区西本町１丁目１３番２５号

1595 西本町新興産ビル 西区西本町１丁目１３番３８号

1596 アイデム西本町第２ビル 西区西本町１丁目１３番４０号
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1597 新信濃橋ビル 西区西本町１丁目１３番４７号

1598 西本町ビル 西区西本町１丁目１５番６号

1599 辰野西本町ビル 西区西本町１丁目１５番１０号

1600 西本町神田ビル 西区西本町２丁目２番４号

1601 ホームセンターコーナン西本町店 西区西本町２丁目２番１１号

1602 山岡ビル 西区西本町２丁目３番６号

1603 西本町インテス 西区西本町２丁目３番１０号

1604 コスモ西本町ビル 西区西本町２丁目５番２８号

1605 マルゼンビル（ホテルルートイン大阪本町） 西区西本町２丁目６番６号

1606 株式会社ライフコーポレーション　ライフ阿波座駅前店 西区西本町３丁目１番３３号

1607 西本町ソーラービル 西区西本町３丁目１番４３号

1608 西本町ビル 西区西本町３丁目１番４８号

1609 スウィートメモリー九条 西区本田２丁目８番１８号

1610 四ツ橋中埜ビル 西区南堀江１丁目１番１４号

1611 松永トイシ本社ビル 西区南堀江１丁目２番１５号

1612 銀泉　道頓堀ビル 西区南堀江１丁目４番１４号

1613 なんばスミソウビル 西区南堀江１丁目４番１９号

1614 ヤマハ大阪ビル 西区南堀江１丁目６番２号

1615 マルイト南堀江ビル　パロス 西区南堀江１丁目７番４号

1616 三共四ツ橋ビル 西区南堀江１丁目１１番１号

1617 四ツ橋スタービル 西区南堀江１丁目１２番１９号

1618 なんばＳＳビル 西区南堀江１丁目１７番２８号

1619 Ｏｓａｋａ　Ｍｅｔｒｏ南堀江ビル　 西区南堀江１丁目１８番４号

1620 大阪府民共済生活共同組合本部ビル 西区南堀江１丁目２２番１３号

1621 学校法人　駿台予備学校　大阪南校 西区南堀江１丁目２６番３１号

1622 イイダ２ビル 西区南堀江３丁目１４番１２号

1623 阪神高速道路株式会社　朝潮橋社屋 港区石田３丁目１番２５号

1624 ライフ弁天町店 港区磯路１丁目９番２５号

1625 日本電通株式会社 港区磯路２丁目２１番１号

1626 大阪府港警察署 港区市岡１丁目６番２２号

1627 港区役所・港保健所　合同庁舎 港区市岡１丁目１５番２５号

1628 メラード市岡 港区市岡２丁目４番２５号

1629 大阪府立　市岡高等学校 港区市岡元町２丁目１２番１２号

1630 天保山ハーバービレッジメインビル 港区海岸通１丁目１番１０号

1631 天保山ハーバービレッジ　マーケットプレース 港区海岸通１丁目１番１０号

1632 大阪文化館・天保山 港区海岸通１丁目５番１０号

1633 ホテルシーガル　てんぽーざん大阪 港区海岸通１丁目５番１５号

1634 大阪税関　監視部庁舎 港区海岸通２丁目１番４号

1635 海岸通ハウス・海岸通ギャラリー 港区海岸通２丁目７番２３号

1636 大阪市中央体育館 港区田中３丁目１番４０号

1637 八幡屋センタービル 港区田中３丁目１番１２６号

1638 第一大阪港ビル 港区築港２丁目１番２号

1639 水上消防署 港区築港３丁目１番４７号

1640 辰巳商会ビル 港区築港４丁目１番１号

1641 大阪港湾合同庁舎 港区築港４丁目１０番３号

1642 大阪府立　港高等学校 港区波除２丁目３番１号

1643 ポルタイン弁天町 港区波除３丁目９番２２号

1644 Ｈ・Ｒ・Ｃビル 港区波除４丁目１番３７号

1645 日本郵便輸送株式会社近畿支社 港区福崎１丁目３番３０号

1646 株式会社杉村倉庫　大阪港営業所　福崎倉庫ＳＢ８１号～８３号倉庫 港区福崎３丁目１番１４８号

1647 かんでんエンジニアリング福崎事業所 港区福崎３丁目１番１７６号

1648 株式会社　ダイゾー　総合ビル 港区福崎３丁目１番２０１号

1649 大阪市教育センター 港区弁天１丁目１番６号

1650 オーク２００ 港区弁天１丁目２番４号

1651 ＮＴＴコムウェア弁天ビル 港区弁天１丁目２番１２号

1652 クロスシティ弁天町 港区弁天１丁目３番３号

1653 ＭＥＧＡドンキホーテ弁天町店 港区弁天３丁目１３番１号
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1654 奥村組土木興業株式会社　本社ビル 港区三先１丁目１１番１８号

1655 ライフ泉尾店 大正区泉尾５丁目８番１７号

1656 大正内港海運ビル 大正区小林西１丁目２５番１３号

1657 大阪動植物海洋専門学校 大正区三軒家東１丁目７番３号

1658 ＨＯＴＥＬ　ＳＯＢＩＡＬ　大阪ドーム前 大正区三軒家東１丁目１７番２９号

1659 パルティちしま（千島団地４号棟） 大正区千島２丁目４番４号

1660 大正区役所（合同庁舎） 大正区千島２丁目７番９５号

1661 東京インテリア家具　大阪店 大正区鶴町２丁目２３番２８号

1662 ＩＫＥＡ鶴浜 大正区鶴町２丁目２４番５５号

1663 ロジポート大阪大正 大正区船町１丁目２番２１号

1664 株式会社クボタ恩加島事業センター　事務所棟 大正区南恩加島７丁目１番２２号

1665 大正クレイドルビル 大正区南恩加島７丁目１番５５号

1666 生玉ホテルラブ 天王寺区生玉町５番１４号

1667 ホテルマイアミ 天王寺区生玉町５番３２号

1668 学校法人　大阪夕陽丘学園 天王寺区生玉寺町７番７２号

1669 株式会社錢屋本舗　西館東館南館

1670 清風学園清風高等学校清風中学校　中央館 天王寺区石ケ辻町１２番１６号

1671 アップ大阪上本町ビル 天王寺区石ケ辻町１５番１８号

1672 ホテルアウィーナ大阪 天王寺区石ケ辻町１９番１２号

1673 河合塾上本町校 天王寺区上汐３丁目１番１１号

1674 ホテルザ・ライブアーテックス 天王寺区上汐３丁目２番１６号

1675 上六印刷株式会社 天王寺区上汐３丁目８番６号

1676 大阪府立夕陽丘高等職業技術専門校 天王寺区上汐４丁目４番１号

1677 村本建設　本社ビル 天王寺区上汐４丁目５番２６号

1678 日本郵便株式会社　天王寺郵便局 天王寺区上汐５丁目５番１２号

1679 パウ上本町 天王寺区上之宮町１番２４号

1680 学校法人上宮学園 天王寺区上之宮町２８番１号

1681 大阪府医師会館 天王寺区上本町２丁目１番２２号

1682 ひかりのくに株式会社　本社ビル 天王寺区上本町３丁目２番１４号

1683 上六新興産ビル 天王寺区上本町５丁目２番１１号

1684 サイネックス本社ビル 天王寺区上本町５丁目３番１５号

1685 近鉄上本町ターミナルビル１号館 天王寺区上本町６丁目１番５５号

1686 近鉄上本町ターミナルビル２号館 天王寺区上本町６丁目１番５５号

1687 近鉄グループホールディングス株式会社　本社事務所ビル 天王寺区上本町６丁目１番５５号

1688 シェラトン都ホテル大阪 天王寺区上本町６丁目１番５５号

1689 大和上六ビル 天王寺区上本町６丁目２番２６号

1690 うえほんまちハイハイタウン 天王寺区上本町６丁目３番３１号

1691 上本町ＹＵＦＵＲＡ（上本町新歌舞伎座ビル） 天王寺区上本町６丁目５番１３号

1692 ダイワロイネットホテル大阪上本町 天王寺区上本町６丁目７番５号

1693 上本町ビル 天王寺区上本町６丁目９番１４号

1694 上六日光ビル 天王寺区上本町６丁目９番１７号

1695 松下ビル 天王寺区上本町７丁目１番２４号

1696 大阪国際交流センター 天王寺区上本町８丁目２番６号

1697 天王寺消防署 天王寺区上本町８丁目５番１０号

1698 大阪信用金庫本店 天王寺区上本町８丁目９番１４号

1699 学校法人　大阪明星学園 天王寺区餌差町５番４４号

1700 大阪防水建設社本社ビル 天王寺区餌差町７番６号

1701 大和冷機上本町ＤＲＫビル 天王寺区小橋町３番１３号

1702 学校法人　木村学園　大阪電子専門学校 天王寺区勝山４丁目５番６号

1703 キンダーキッズインターナショナルアカデミー　天王寺夕陽丘校 天王寺区烏ケ辻１丁目２番２２号

1704 大阪市立大阪ビジネスフロンティア高等学校 天王寺区烏ケ辻２丁目９番２６号

1705 北河堀ビル 天王寺区北河堀町１番２１号

1706 ライフ寺田町駅前店 天王寺区国分町２０番２６号

1707 マツ六株式会社 天王寺区四天王寺１丁目５番４７号

1708 ライフ清水谷店 天王寺区清水谷町５番２３号

1709 大阪市天王寺区役所 天王寺区真法院町２０番３３号

1710 株式会社　新興出版社　啓林館 天王寺区大道４丁目３番２５号
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1711 大阪ＩＴ会計専門学校　天王寺校・大阪法律専門学校　天王寺校 天王寺区茶臼山町１番１５号

1712 大阪市立美術館 天王寺区茶臼山町１番８２号

1713 学校法人興國学園　興國高等学校 天王寺区寺田町１丁目４番２６号

1714 大阪府歯科医師会 天王寺区堂ケ芝１丁目３番２７号

1715 ＪＲ桃谷駅前ビル 天王寺区堂ケ芝１丁目１１番３号

1716 大阪府教育会館 天王寺区東高津町７番１１号

1717 サムティ上本町ビル 天王寺区東高津町１１番９号

1718 大阪市立社会福祉センター 天王寺区東高津町１２番１０号

1719 バリタワー大阪天王寺 天王寺区悲田院町８番１号

1720 ニッセイ天王寺ビル 天王寺区悲田院町８番２２号

1721 天王寺ミオ本館 天王寺区悲田院町１０番３９号

1722 天王寺ミオプラザ館 天王寺区悲田院町１０番４８号

1723 ＶｉＴａ　ＭｏＭｏＹａＭａ 天王寺区筆ケ崎町２番２２号

1724 ル・トーア東亜美容専門学校 天王寺区筆ケ崎町２番８５号

1725 あべちか 天王寺区堀越町アベノ地下街８号

1726 銀泉　天王寺ビル 天王寺区堀越町１３番１８号

1727 学校法人　河合塾　天王寺校 天王寺区南河堀町３番２３号

1728 大阪教育大学附属天王寺中学校　・附属高等学校　天王寺校舎 天王寺区南河堀町４番８８号

1729 大阪教育大学　天王寺キャンパス中央館 天王寺区南河堀町４番８８号

1730 大阪ＹＭＣＡ学院 天王寺区南河堀町９番５２号

1731 大阪星光学院中・高等学校 天王寺区伶人町１番６号

1732 大阪府夕陽丘庁舎 天王寺区伶人町２番７号

1733 天王寺合同庁舎 天王寺区六万体町１番２７号

1734 大阪府天王寺警察署 天王寺区六万体町５番８号

1735 日通なんばセンタービル 浪速区稲荷１丁目５番３３号

1736 大阪逸の彩ホテル 浪速区恵美須西１丁目２番１０号

1737 ＹＯＬＯＢＡＳＥ 浪速区恵美須西３丁目１３番２４号

1738 Ｗｉｌｌｏｗｓ　Ｈｏｔｅｌ　大阪新今宮 浪速区恵美須東２丁目１番２４号

1739 東横ＩＮＮ大阪通天閣前 浪速区恵美須東２丁目３番４号

1740 スパワールド世界の大温泉 浪速区恵美須東３丁目４番２４号

1741 マルハン新世界ビル 浪速区恵美須東３丁目４番３６号

1742 大阪市高速電気軌道株式会社　動物園前技術事務所 浪速区恵美須東３丁目４番４９号

1743 互助会会館 浪速区戎本町１丁目７番２３号

1744 南大阪祭典 浪速区戎本町２丁目１０番１１号

1745 株式会社ミライト　関西支店 浪速区幸町２丁目２番１３号

1746 清光ビル 浪速区幸町２丁目２番２０号

1747 りそな・アルテ桜川ビル 浪速区幸町２丁目７番３号

1748 関西マツダビル 浪速区桜川１丁目３番２５号

1749 東洋テック　本社ビル 浪速区桜川１丁目７番１８号

1750 シティホール桜川 浪速区桜川２丁目２番２１号

1751 ニッタビル 浪速区桜川４丁目４番２６号

1752 白光株式会社　本社ビル 浪速区塩草２丁目４番５号

1753 マックスバリュ塩草店 浪速区塩草２丁目９番１２号

1754 ライフ大国町店 浪速区敷津西１丁目４番１号

1755 ホテルソビアルなんば大国町 浪速区敷津西２丁目２番５号

1756 株式会社　クボタ　本社第二ビル 浪速区敷津東１丁目２番４７号

1757 株式会社　クボタ　本社第１別館 浪速区敷津東１丁目２番４７号

1758 株式会社　クボタ　本社ビル 浪速区敷津東１丁目２番４７号

1759 大阪市浪速区役所 浪速区敷津東１丁目４番２０号

1760 大阪市高速電気軌道株式会社　大国町総合事務所 浪速区敷津東１丁目７番２３号

1761 リッチモンドホテルなんば大国町 浪速区敷津東１丁目８番３１号

1762 Ｚｅｐｐ　Ｎａｍｂａ（ＯＳＡＫＡ） 浪速区敷津東２丁目１番３９号

1763 南海なんば第１ビル 浪速区敷津東２丁目１番４１号

1764 株式会社　モリサワ　本社ビル 浪速区敷津東２丁目６番２５号

1765 ライズホテル大阪難波 浪速区敷津東３丁目４番２１号

1766 関西電力送配電株式会社　難波配電営業所 浪速区敷津東３丁目８番８号

1767 ライフ下寺店 浪速区下寺２丁目８番１２号
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1768 学校法人　グラムール学院　グラムール美容専門学校 浪速区難波中１丁目４番４号

1769 大原簿記法律専門学校　難波校 浪速区難波中１丁目６番２号

1770 相鉄フレッサイン大阪なんば駅前 浪速区難波中１丁目６番５号

1771 グリッズプレミアムホテル大阪なんば 浪速区難波中１丁目７番７号

1772 南海ＳＫ難波ビル 浪速区難波中１丁目１０番４号

1773 難波室町ビル 浪速区難波中１丁目１２番５号

1774 なんばアリーナビル 浪速区難波中１丁目１３番８号

1775 浪速区難波中１丁目１３番１７号

1776 ホテル　イルクオーレなんば 浪速区難波中１丁目１５番１５号

1777 フレイザーレジデンス南海大阪 浪速区難波中１丁目１７番１１号

1778 なんばＣＩＴＹ南館 浪速区難波中２丁目８番１１５号

1779 なんばパークス 浪速区難波中２丁目１０番７０号

1780 ヤマダデンキ　ＬＡＢＩ　１　なんば 浪速区難波中２丁目１１番３５号

1781 日和ホテル大阪なんば駅前　ＳＡＫＵＲＡ 浪速区難波中３丁目１番２号

1782 上新電機株式会社なんばビル 浪速区難波中３丁目１番１５号

1783 大阪府立体育会館 浪速区難波中３丁目４番３６号

1784 朝日生命　難波ビル 浪速区難波中３丁目５番１３号

1785 南海浪速ビル 浪速区難波中３丁目５番１９号

1786 日本郵便株式会社　浪速郵便局 浪速区難波中３丁目１０番１号

1787 ホテルリリーフなんば大国町 浪速区難波中３丁目１７番１５号

1788 ホテルヒラリーズ 浪速区日本橋３丁目４番１０号

1789 髙島屋東別館 浪速区日本橋３丁目５番２５号

1790 ＳＡＲＡＳＡ　ＨＯＴＥＬ　なんば 浪速区日本橋３丁目６番６号

1791 ＭＩＭＡＲＵ大阪難波ＳＴＡＴＩＯＮ 浪速区日本橋３丁目６番２４号

1792 永和信用金庫 浪速区日本橋４丁目７番２０号

1793 ボークス大阪ＳＲ 浪速区日本橋４丁目９番１７号

1794 東横ＩＮＮ大阪なんば日本橋 浪速区日本橋４丁目１１番４号

1795 上新電機株式会社　日本橋１ばん館 浪速区日本橋５丁目１番１１号

1796 大阪府浪速警察署 浪速区日本橋５丁目５番１１号

1797 アパホテル＜なんば南　恵美須町駅＞ 浪速区日本橋５丁目６番１４号

1798 西日本電信電話株式会社　日本橋ビル 浪速区日本橋５丁目８番２１号

1799 池田ビル２号館 浪速区日本橋西１丁目１番３号

1800 南海日本橋ビル 浪速区日本橋西１丁目３番１９号

1801 上新電機株式会社　本社ビル 浪速区日本橋西１丁目６番５号

1802 日本橋小中一貫校 浪速区日本橋西１丁目７番６号

1803 マルイト難波ビル 浪速区湊町１丁目２番３号

1804 湊町リバープレイス 浪速区湊町１丁目３番１号

1805 大阪シティエアターミナル 浪速区湊町１丁目４番１号

1806 近鉄新難波ビル 浪速区湊町１丁目４番３８号

1807 ザナックス大阪本社ビル 浪速区湊町１丁目４番５２号

1808 ルネッサ難波ビル 浪速区湊町２丁目１番７号

1809 ＫＯＨＹＯ難波湊町店 浪速区湊町２丁目１番１７号

1810 難波サンケイビル 浪速区湊町２丁目１番５７号

1811 代々木ゼミナール大阪南校 浪速区元町１丁目２番３号

1812 なんば元町一丁目プレイス 浪速区元町１丁目４番４号

1813 ナンバプラザビル 浪速区元町１丁目５番７号

1814 ＴＣＡビル 浪速区元町２丁目３番１９号

1815 フェアフィールド・バイ・マリオット大阪難波 浪速区元町２丁目３番２５号

1816 大都大阪ビル 浪速区元町２丁目８番２号

1817 なんばＡＫビル 浪速区元町３丁目１番４号

1818 歌島中学校 西淀川区歌島２丁目１１番９号

1819 江崎グリコ株式会社　第３事務所 西淀川区歌島４丁目２番２号

1820 江崎グリコ株式会社　歌島オフィス 西淀川区歌島４丁目６番５号

1821 関西スーパー　大和田店 西淀川区大和田２丁目２番４３号

1822 修成建設専門学校 西淀川区大和田５丁目１９番３０号

1823 ガリレイグループ本社ビル 西淀川区竹島２丁目６番１８号

1824 魚国総本社　大阪総合センター 西淀川区竹島４丁目１番２８号
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1825 ㈱ササクラ本社ビル 西淀川区竹島４丁目７番３２号

1826 アクロスプラザ千舟 西淀川区千舟１丁目４番３８号

1827 アバリーナ千船 西淀川区佃３丁目１番１１号

1828 ライフ出来島店 西淀川区出来島１丁目５番１２号

1829 プロロジスパーク大阪４ 西淀川区中島２丁目１番２７号

1830 株式会社　ユー・エス・エス　大阪会場 西淀川区中島２丁目７番１０６号

1831 株式会社　コンテック　新館 西淀川区姫里３丁目９番３１号

1832 イズミヤスーパーセンター福町店 西淀川区福町３丁目２番１５号

1833 西淀川区役所 西淀川区御幣島１丁目２番１０号

1834 エディオンみてじま店 西淀川区御幣島１丁目１９番１４号

1835 ライフ御幣島店 西淀川区御幣島２丁目９番１９号

1836 みてじまグリーンビル 西淀川区御幣島２丁目１５番２８号

1837 株式会社　ダイフク　本館 西淀川区御幣島３丁目２番１１号

1838 ヤマダアウトレット淀川店 淀川区加島４丁目１９番１２号

1839 東淀川税務署 淀川区木川東２丁目３番１号

1840 株式会社　髙松コンストラクショングループ本社ビル 淀川区新北野１丁目２番３号

1841 明治安田生命十三ビル 淀川区新北野１丁目２番１３号

1842 ホテルＮＥＯエクセレンス 淀川区新北野１丁目４番２３号

1843 西日本電信電話株式会社　淀川ビル（２棟） 淀川区新北野１丁目５番２６号

1844 西日本電信電話株式会社　淀川ビル（３棟） 淀川区新北野１丁目５番２６号

1845 東横ＩＮＮ大阪阪急十三駅西口Ⅱ 淀川区新北野１丁目６番２２号

1846 星光十三ビル 淀川区新北野１丁目８番１７号

1847 プラザオーサカ 淀川区新北野１丁目９番１５号

1848 大阪新北野第一ビル 淀川区新北野１丁目１４番１１号

1849 淀川区役所 淀川区十三東１丁目１８番２１号

1850 セレモニーホール十三 淀川区十三東１丁目１９番１２号

1851 阪急電鉄株式会社　十三運輸ビル 淀川区十三東１丁目２２番２８号

1852 淀川区役所・淀川屋内プール 淀川区十三東２丁目３番３号

1853 サンポードシティビル 淀川区十三本町１丁目７番２７号

1854 株式会社東横イン阪急十三駅西口 淀川区十三本町１丁目１３番４号

1855 大阪ガス淀川ビル 淀川区十三本町３丁目６番３５号

1856 大阪府淀川警察署 淀川区十三本町３丁目７番２７号

1857 日本郵便株式会社淀川郵便局 淀川区十三元今里２丁目２番３６号

1858 パラッツォ大阪三国店 淀川区十八条２丁目１７番１４号

1859 株式会社ダイエー　三国店 淀川区十八条２丁目１８番４８号

1860 ダイヘン本社ビル 淀川区田川２丁目１番１１号

1861 塚本ビル 淀川区田川２丁目８番７号

1862 株式会社　ニイタカ本社 淀川区新高１丁目８番１０号

1863 宝永電機株式会社 淀川区新高２丁目６番６０号

1864 ピカソ三国ビル 淀川区新高３丁目９番１４号

1865 新大阪ＣＳＰビル 淀川区西中島１丁目１１番１６号

1866 ホテルオークス新大阪 淀川区西中島１丁目１１番３４号

1867 ホテル　コンソルト 淀川区西中島１丁目１２番７号

1868 シェアスティプラスホテルバイベストウェスタン新大阪 淀川区西中島２丁目１１番２１号

1869 北大阪祭典 淀川区西中島２丁目１１番２６号

1870 川久センタービル 淀川区西中島２丁目１２番１１号

1871 ホテルクライトン新大阪 淀川区西中島２丁目１３番３２号

1872 新大阪第２ドイビル 淀川区西中島２丁目１４番６号

1873 大阪医療秘書福祉専門学校 淀川区西中島３丁目４番１０号

1874 新大阪松島ビル 淀川区西中島３丁目８番１５号

1875 大阪ビューティーアート専門学校 淀川区西中島３丁目８番２９号

1876 空研ビル 淀川区西中島３丁目９番１２号

1877 大鉄工業株式会社　本社ビル 淀川区西中島３丁目９番１５号

1878 ＡＭＧ新大阪ビル 淀川区西中島３丁目１２番１９号

1879 新大阪日大ビル 淀川区西中島３丁目１８番９号

1880 日清食品ホールディングス大阪本社ビル 淀川区西中島４丁目１番１号

1881 ミツフ新御堂筋ビル 淀川区西中島４丁目２番２１号
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1882 天神第一ビル 淀川区西中島４丁目２番２６号

1883 類ビル 淀川区西中島４丁目３番２号

1884 ＮＬＣセントラルビル 淀川区西中島４丁目３番５号

1885 新大阪阪神ビル 淀川区西中島４丁目３番８号

1886 新大阪長谷ビル 淀川区西中島４丁目３番２２号

1887 サムティ新大阪センタービル 淀川区西中島４丁目３番２４号

1888 ホテル　ミツフ 淀川区西中島４丁目８番２２号

1889 イチネングループ本社ビル 淀川区西中島４丁目１０番６号

1890 新大阪サニーストンホテル 淀川区西中島４丁目１２番２号

1891 東横イン新大阪中央口本館 淀川区西中島５丁目２番９号

1892 コンフォートホテル新大阪 淀川区西中島５丁目３番７号

1893 タナカイトーピア新大阪ビル 淀川区西中島５丁目３番１０号

1894 中央ビル 淀川区西中島５丁目４番２０号

1895 新大阪セントラルタワー 淀川区西中島５丁目５番１５号

1896 公文教育会館 淀川区西中島５丁目６番６号

1897 新大阪サンアールビル北館 淀川区西中島５丁目８番３号

1898 新大阪サンアールビル東館 淀川区西中島５丁目９番２号

1899 新大阪サンアールビル 淀川区西中島５丁目９番６号

1900 新大阪ＤＴＫビル 淀川区西中島５丁目９番８号

1901 セントアネックスビル 淀川区西中島５丁目１１番８号

1902 第３中島ビル 淀川区西中島５丁目１１番１０号

1903 エス・ティ・エスビル 淀川区西中島５丁目１２番８号

1904 エムオーテックス新大阪ビル 淀川区西中島５丁目１２番１２号

1905 新大阪ＭＴビル　１号館 淀川区西中島５丁目１３番９号

1906 ニッセイ新大阪南口ビル 淀川区西中島５丁目１４番５号

1907 ニューオーサカホテル 淀川区西中島５丁目１４番１０号

1908 新大阪トヨタビル 淀川区西中島５丁目１４番１０号

1909 リクルート新大阪ビル 淀川区西中島５丁目１４番２２号

1910 ＪＲ　新大阪駅 淀川区西中島５丁目１６番１号

1911 新大阪プライムタワー 淀川区西中島６丁目１番１号

1912 アストロ新大阪第２ビル 淀川区西中島６丁目１番３号

1913 スマイルホテル新大阪 淀川区西中島６丁目１番１１号

1914 アセンズ新大阪 淀川区西中島６丁目１番１５号

1915 ホテルマイステイズ新大阪コンファレンスセンター 淀川区西中島６丁目２番１９号

1916 ＤＮＸ新大阪ビル 淀川区西中島６丁目３番１４号

1917 サムティフェイム新大阪 淀川区西中島６丁目５番３号

1918 第６新大阪ビル 淀川区西中島６丁目７番３号

1919 大昭ビル 淀川区西中島６丁目７番８号

1920 ＮＬＣ新大阪スカイビル 淀川区西中島６丁目８番５号

1921 新大阪メイコービル 淀川区西中島６丁目９番２７号

1922 辰野新大阪ビル 淀川区西中島７丁目１番５号

1923 ＳＡＲＡＳＡ　ＨＯＴＥＬ　新大阪（サラサホテル新大阪） 淀川区西中島７丁目１番１１号

1924 オリエンタル新大阪ビル 淀川区西中島７丁目１番２６号

1925 新大阪上野東洋ビル 淀川区西中島７丁目４番１７号

1926 アパホテル＜新大阪駅タワー＞ 淀川区西中島７丁目４番２０号

1927 ユニゾイン新大阪 淀川区西中島７丁目５番１５号

1928 新大阪ドイビル 淀川区西中島７丁目５番２５号

1929 引上げ地区詰所 淀川区西中島７丁目１６番１１６号

1930 宮原現業事務所 淀川区西中島７丁目１６０番１号

1931 株式会社　三国ビルディング 淀川区西三国４丁目８番１９号

1932 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

1933 ＦＧＥＸ新大阪ビル 淀川区西宮原１丁目４番１３号

1934 ホテル・アンドルームス新大阪 淀川区西宮原１丁目４番２８号

1935 新大阪テラサキ第３ビル 淀川区西宮原１丁目５番２８号

1936 新大阪飯田ビル 淀川区西宮原１丁目５番３３号

1937 ホリデイ・イン＆スイーツ新大阪 淀川区西宮原１丁目７番３１号

1938 ワコール大阪ビル 淀川区西宮原１丁目７番５１号
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1939 ヴィアノード新大阪 淀川区西宮原１丁目８番１０号

1940 新大阪第３ドイビル 淀川区西宮原１丁目８番２４号

1941 テラサキ第２ビル 淀川区西宮原１丁目８番２９号

1942 ウエディングテラス 淀川区西宮原１丁目８番３５号

1943 Ｓ－ＢＵＩＬＤＩＮＧ新大阪 淀川区西宮原１丁目８番３９号

1944 ＳＯＲＡ新大阪２１ 淀川区西宮原２丁目１番３号

1945 新大阪センイシティービル 淀川区西宮原２丁目２番２号

1946 ライフコーポレーション大阪本社ビル（セントラルスクエア西宮原　店） 淀川区西宮原２丁目２番２２号

1947 ソフトウエア・サービス本社ビル 淀川区西宮原２丁目６番１号

1948 ＩＤＥＣ株式会社　本社／技術研究センター　ＴＭ棟 淀川区西宮原２丁目６番６４号

1949 ＩＤＥＣ株式会社　本社／技術研究センター　研究棟 淀川区西宮原２丁目６番６４号

1950 ドーミー新大阪 淀川区西宮原２丁目７番４号

1951 新大阪西浦ビル 淀川区西宮原２丁目７番３８号

1952 ＹＳさくらビル 淀川区西宮原２丁目７番５０号

1953 新大阪典礼会館 淀川区野中北１丁目１番７７号

1954 デュクラス大阪 淀川区野中北１丁目５番３４号

1955 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

1956 プライムハイツ新大阪 淀川区東三国３丁目１０番３号

1957 大阪地方裁判所執行部・大阪簡易裁判所交通分室合同庁舎 淀川区三国本町１丁目１３番２７号

1958 昭和ビル 淀川区三国本町１丁目１４番２６号

1959 ＮＤＫ大阪ビル 淀川区三国本町２丁目１番３号

1960 イオンタウン淀川三国店 淀川区三国本町２丁目１３番２号

1961 関西電力ソリューションセンター 淀川区三国本町２丁目１３番１０号

1962 関西電力送配電株式会社　電力システム技術センター 淀川区三国本町２丁目１３番３１号

1963 大阪ガス株式会社　人材開発センター 淀川区三津屋北２丁目２２番７１号

1964 新大阪阪急ビル 淀川区宮原１丁目１番１号

1965 大阪医療福祉専門学校 淀川区宮原１丁目２番１４号

1966 ＭＳＥビル 淀川区宮原１丁目２番３３号

1967 大阪保健福祉専門学校 淀川区宮原１丁目２番４７号

1968 コートヤード・バイ・マリオット新大阪ステーション 淀川区宮原１丁目２番７０号

1969 アルカンシエルｌｕｘｅｍａｒｉａｇｅ大阪 淀川区宮原１丁目５番３号

1970 新大阪ブリックビル 淀川区宮原１丁目６番１号

1971 新大阪駅前テラサキビル（Ｒ＆Ｂホテル新大阪北口） 淀川区宮原１丁目７番１０号

1972 近畿産業信用組合　新大阪ビル 淀川区宮原１丁目１９番１３号

1973 東横ＩＮＮ新大阪東三国駅前 淀川区宮原２丁目１３番４号

1974 ＭＦ新大阪ビル 淀川区宮原２丁目１４番４号

1975 中尾ロイヤルビル 淀川区宮原２丁目１４番１０号

1976 新大阪グランドビル 淀川区宮原２丁目１４番１４号

1977 からくさホテルグランデ新大阪タワー 淀川区宮原３丁目３番２４号

1978 上村ニッセイビル 淀川区宮原３丁目３番３１号

1979 新大阪ＤＯＩビル 淀川区宮原３丁目３番３４号

1980 株式会社　タナベ経営本社ビル 淀川区宮原３丁目３番４１号

1981 ニッセイ新大阪ビル 淀川区宮原３丁目４番３０号

1982 新大阪第一生命ビルディング 淀川区宮原３丁目５番２４号

1983 新大阪トラストタワー 淀川区宮原３丁目５番３６号

1984 ＫＤＸ新大阪ビル 淀川区宮原４丁目１番４号

1985 アクロス新大阪 淀川区宮原４丁目１番６号

1986 新大阪フロントビル 淀川区宮原４丁目１番９号

1987 住友生命新大阪北ビル 淀川区宮原４丁目１番１４号

1988 ヴィアイン新大阪ウエスト 淀川区宮原４丁目１番２１号

1989 オー・ジー株式会社本社ビル 淀川区宮原４丁目１番４３号

1990 新大阪八千代ビル 淀川区宮原４丁目１番４５号

1991 ホテル　メルパルク大阪 淀川区宮原４丁目２番１号

1992 ＰＭＯ　ＥＸ新大阪 淀川区宮原４丁目２番１０号

1993 株式会社デンソー大阪ビル 淀川区宮原４丁目２番３０号

1994 ＭＰＲ新大阪ビル 大阪市淀川区宮原４丁目３番７号

1995 三精テクノロジーズ株式会社本社ビル 淀川区宮原４丁目３番２９号
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1996 新大阪ＮＫビル 淀川区宮原４丁目３番３９号

1997 大鉄宮原ビル 淀川区宮原４丁目４番４４号

1998 新大阪千代田ビル別館 淀川区宮原４丁目４番６３号

1999 ＯＮＥＳＴ新大阪スクエア 淀川区宮原４丁目５番３６号

2000 ＪＡ共済連大阪センター 淀川区宮原４丁目６番３号

2001 ダイトロン株式会社　本社ビル 淀川区宮原４丁目６番１１号

2002 新大阪和幸ビル 淀川区宮原４丁目６番１８号

2003 ＮＬＣ新大阪アースビル 淀川区宮原５丁目１番３号

2004 新大阪サンアールセンタービル 淀川区宮原５丁目１番１８号

2005 ＮＬＣ新御堂 淀川区宮原５丁目１番２４号

2006 新大阪八千代ビル別館 淀川区宮原５丁目１番２８号

2007 新大阪　沢井ビル 淀川区宮原５丁目２番２７号

2008 沢井製薬株式会社　本社・研究所 淀川区宮原５丁目２番３０号

2009 平幸産業ビル 淀川区宮原５丁目６番１１号

2010 学校法人　大阪成蹊学園 東淀川区相川３丁目１０番６２号

2011 イズミヤ　淡路店 東淀川区淡路４丁目６番２０号

2012 ㈱江綿キリンド淡路店 東淀川区淡路４丁目１９番１４号

2013 かみしんプラザ 東淀川区大隅１丁目６番１２号

2014 Ｊ館 東淀川区大隅２丁目４番

2015 Ｇ館 東淀川区大隅２丁目１５番１．２号

2016 Ｄ館 東淀川区大隅２丁目１５番１号

2017 学校法人　関西大学　北陽高等学校　校舎 東淀川区上新庄１丁目３番２６号

2018 上新庄阪急ビル 東淀川区上新庄２丁目２４番２３号

2019 大阪府立柴島高等学校 東淀川区柴島１丁目７番１０６号

2020 関西スーパー　瑞光店 東淀川区小松１丁目６番１号

2021 事務棟 東淀川区小松２丁目１７番４５号

2022 西日本電信電話株式会社　東淀川ビル 東淀川区下新庄６丁目７番２６号

2023 ホームセンターコーナン東淀川菅原店 東淀川区菅原２丁目２番１１４号

2024 ラウンドワン　東淀川店 東淀川区菅原７丁目１４番２９号

2025 Ａ館 東淀川区大桐２丁目１８９番１号

2026 ヴィアイン新大阪 東淀川区西淡路１丁目１番７号

2027 新大阪アーズビル 東淀川区西淡路１丁目１番３２号

2028 新大阪ビル 東淀川区西淡路１丁目１番３６号

2029 日の出現業事務所 東淀川区西淡路１丁目２番５６号

2030 新大阪ラーニングスクエアビル 東淀川区西淡路１丁目３番１２号

2031 株式会社　大阪コロナホテル 東淀川区西淡路１丁目３番２１号

2032 ライフ　西淡路店 東淀川区西淡路６丁目３番２号

2033 ショッピングタウン　エバーレ 東淀川区東淡路１丁目５番５１号

2034 エディオン東淡路店 東淀川区東淡路５丁目８番２０号

2035 株式会社ライフコーポレーション　ライフ東淡路店 東淀川区東淡路５丁目８番３５号

2036 キーエンス本社・研究所ビル 東淀川区東中島１丁目３番１４号

2037 新大阪第２日大ビル 東淀川区東中島１丁目６番１４号

2038 大阪市立青少年センター 東淀川区東中島１丁目１３番１３号

2039 新大阪丸ビル別館 東淀川区東中島１丁目１８番２２号

2040 新大阪ＮＬＣビル 東淀川区東中島１丁目１９番４号

2041 東口ステーションビル 東淀川区東中島１丁目２０番１４号

2042 新大阪ヒカリビル 東淀川区東中島１丁目２０番１９号

2043 ホテル新大阪 東淀川区東中島１丁目２０番３３号

2044 アパホテル＜新大阪駅前＞ 東淀川区東中島１丁目２１番２７号

2045 日大和生ビル 東淀川区東中島２丁目９番１５号

2046 もと飛鳥人権文化センター 東淀川区東中島３丁目１４番３２号

2047 中央復建コンサルタンツ株式会社　本社ビル 東淀川区東中島４丁目１１番１０号

2048 大阪府東淀川警察署 東淀川区豊新１丁目６番１８号

2049 大阪市東淀川区合同庁舎 東淀川区豊新２丁目１番４号

2050 関西スーパー南江口店 東淀川区南江口１丁目３番３号

2051 ビス進興 東成区大今里１丁目３２番１８号

2052 大阪市東成区役所 東成区大今里西２丁目８番４号
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2053 国際興業今里ビル（ライフ今里店） 東成区大今里西２丁目１５番１７号

2054 東成複合施設（区民センター、図書館、交通局営業所、事務所） 東成区大今里西３丁目２番１７号

2055 コクヨ株式会社　本社ビル 東成区大今里南６丁目１番１号

2056 コクヨ株式会社　本社新館 東成区大今里南６丁目７番２９号

2057 １２３鶴橋店 東成区玉津３丁目１２番３号

2058 大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター、大阪府立母子・父子福祉センター 東成区中道１丁目３番５９号

2059 森之宮スカイガーデンハウス 東成区中道１丁目４番２号

2060 サクラ森ノ宮ビル 東成区中道１丁目１０番２６号

2061 ホテルオークス　アーリーバード　大阪　森之宮 東成区中道１丁目１２番１８号

2062 ライフ玉造店 東成区中道３丁目１２番８号

2063 毎日東ビル 東成区中道３丁目１５番１６号

2064 大管ビル 東成区中道３丁目１７番１８号

2065 近電商事　大阪玉造ビル 東成区東小橋１丁目１３番１３号

2066 コイズミ緑橋ビル 東成区東中本２丁目３番５号

2067 ライフ緑橋店 東成区東中本２丁目８番２０号

2068 ＭＥＧＡドン・キホーテ深江橋店 東成区深江北１丁目１３番１０号

2069 ドギーマンハヤシ株式会社　本社ビル 東成区深江南１丁目１６番１４号

2070 プール学院中学校・高等学校 生野区勝山北１丁目１９番３１号

2071 大阪府生野警察署 生野区勝山北３丁目１４番１２号

2072 西日本電信電話株式会社　生野ビル 生野区勝山南２丁目２番１５号

2073 大阪府立桃谷高等学校 生野区勝山南３丁目１番４号

2074 大阪市生野区役所 生野区勝山南３丁目１番１９号

2075 日本郵便株式会社　生野郵便局 生野区勝山南３丁目２番２号

2076 学校法人　関西金光学園　金光藤蔭高等学校 生野区小路東４丁目１番２６号

2077 西日本電信電話株式会社　巽ビル 生野区巽中１丁目７番１号

2078 ライフ巽店 生野区巽中１丁目２２番２号

2079 株式会社コジマ　コジマ×ビックカメラ生野店 生野区巽中１丁目２５番６号

2080 ロート製薬株式会社　本館 生野区巽西１丁目８番１号

2081 ロ－ト製薬株式会社　新館 生野区巽西１丁目８番１号

2082 大阪市旭区役所 旭区大宮１丁目１番１７号

2083 大阪工業大学　大宮学舎６・７号館 旭区大宮５丁目１６番１号

2084 大阪工業大学　大宮学舎２号館 旭区大宮５丁目１６番１号

2085 大阪工業大学　大宮学舎１号館 旭区大宮５丁目１６番１号

2086 常翔学園　中学高校北館 旭区大宮５丁目１６番１号

2087 旭東電気　本社ビル 旭区新森６丁目２番１号

2088 千林くらしエール館 旭区千林２丁目１２番７号

2089 阪急オアシス　高殿店 旭区高殿４丁目１番６号

2090 株式会社ライフコーポレーション　ライフセントラルスクエア高殿店 旭区高殿５丁目１０番１４号

2091 西日本電信電話株式会社　旭第１ビル（機械棟） 旭区高殿５丁目１３番３０号

2092 大阪府旭警察署 旭区中宮１丁目４番１号

2093 ＡＭＫ中宮モール 旭区中宮１丁目１０番１５号

2094 ネクスタビル 城東区今福西３丁目２番２４号

2095 株式会社イトーキ　本社ビル 城東区今福東１丁目４番１２号

2096 今福ファミリータウン 城東区今福東１丁目１０番５号

2097 ヤマダデンキテックランド今福東店 城東区今福東２丁目６番３１号

2098 オリコ今福ビル 城東区今福東２丁目７番２９号

2099 日本郵便株式会社　大阪城東郵便局 城東区今福東３丁目１６番２３号

2100 ラウンドワン城東放出店 城東区今福南３丁目４番３８号

2101 エディオン京橋店 城東区蒲生１丁目９番１０号

2102 マックスバリュ京橋店 城東区蒲生２丁目１番３２号

2103 大阪府トラック総合会館 城東区鴫野西２丁目１１番２号

2104 ショッピングフロアーステップ 城東区鴫野西４丁目１０番１４号

2105 ライフ関目店 城東区関目１丁目５番３号

2106 大阪府警察第一機動隊庁舎 城東区関目４丁目５番２５号

2107 大阪府警察学校専科教養部 城東区関目６丁目２番１３号

2108 大阪府警察本部　関目別館庁舎 城東区関目６丁目１５番４号

2109 大阪府城東警察署 城東区中央１丁目９番４１号
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2110 城東区複合施設 城東区中央３丁目５番４５号

2111 フレンドタウン深江橋 城東区永田３丁目２番６号

2112 ライフ　深江橋店 城東区永田３丁目１３番８号

2113 学校法人　大阪貿易学院　開明中学校・高等学校 城東区野江１丁目９番９号

2114 ニトリ放出店 城東区放出西２丁目１２番３７号

2115 大阪市高速電気軌道株式会社　検車管理事務所 城東区森之宮１丁目６番４０号

2116 独立行政法人都市再生機構　西日本支社 城東区森之宮１丁目６番８５号

2117 ＮＬＣ森の宮ビル 城東区森之宮１丁目６番１１１号

2118 大阪市高速電気軌道株式会社　森之宮電気管理事務所 城東区森之宮１丁目６番１１５号

2119 丸石製薬　本社事務所 鶴見区今津中２丁目４番２号

2120 株式会社コノミヤ　放出店 鶴見区今津南１丁目５番３２号

2121 株式会社　アサヒペン大阪本社ビル 鶴見区鶴見４丁目１番１２号

2122 株式会社　鶴見製作所　本社屋 鶴見区鶴見４丁目１６番４０号

2123 イオンモール鶴見緑地 鶴見区鶴見４丁目１７番１号

2124 島忠ホームズ鶴見店 鶴見区鶴見５丁目３番３８号

2125 鶴見はなぽーとブロッサム 鶴見区茨田大宮２丁目７番７０号

2126 Ｊｏｓｈｉｎ鶴見店 鶴見区緑１丁目１８番１５号

2127 グルメシティ鶴見店 鶴見区諸口４丁目１０番１１号

2128 ライフ安田諸口店 鶴見区安田１丁目１番１０号

2129 鶴見区民センター、鶴見図書館、横堤自転車駐輪場 鶴見区横堤５丁目３番１５号

2130 鶴見区合同庁舎 鶴見区横堤５丁目４番１９号

2131 ドン・キホーテあべの天王寺駅前店 阿倍野区旭町１丁目１番７号

2132 竹澤ビル 阿倍野区旭町１丁目１番１０号

2133 サンビル阿倍野 阿倍野区旭町１丁目１番１７号

2134 あべのメディックス 阿倍野区旭町１丁目２番７号

2135 阿部野橋ターミナルビル 阿倍野区阿倍野筋１丁目１番４３号

2136 新宿ビル 阿倍野区阿倍野筋１丁目１番６１号

2137 Ｈｏｏｐ（フープ） 阿倍野区阿倍野筋１丁目２番３０号

2138 阿倍野共同ビル 阿倍野区阿倍野筋１丁目３番１５号

2139 岸本ビル 阿倍野区阿倍野筋１丁目３番２１号

2140 Ｇビル阿倍野０１ 阿倍野区阿倍野筋１丁目４番７号

2141 あべのルシアス 阿倍野区阿倍野筋１丁目５番１号

2142 あべのｎｉｎｉ 阿倍野区阿倍野筋１丁目５番１０号

2143 きんえい　アポロビル 阿倍野区阿倍野筋１丁目５番３１号

2144 アベノセンタービル 阿倍野区阿倍野筋１丁目５番３６号

2145 あべのキューズタウン 阿倍野区阿倍野筋１丁目６番１号

2146 ＡＩＴビル 阿倍野区阿倍野筋２丁目１番２９号

2147 ａｎｄ（アンド） 阿倍野区阿倍野筋２丁目１番４０号

2148 あべのベルタ 阿倍野区阿倍野筋３丁目１０番１－１００号

2149 あべのフォルサ（阿倍野防災拠点） 阿倍野区阿倍野筋３丁目１３番２３号

2150 大阪府阿倍野警察署 阿倍野区阿倍野筋５丁目１３番５号

2151 セントラルスクエア北畠店 阿倍野区王子町４丁目１番５６号

2152 三明町あべのビル 阿倍野区三明町２丁目１番１号

2153 桃山学院中学校高等学校　聖アンデレ館・聖マルコ館・聖テモテ館・記念体育館 阿倍野区昭和町３丁目１番６４号

2154 コーナン天王寺店 阿倍野区天王寺町南１丁目３番１０号

2155 シャープ株式会社　田辺ビル 阿倍野区西田辺町１丁目３番５号

2156 世界平和統一家庭連合大阪家庭教会 阿倍野区阪南町２丁目２２番１５号

2157 阿倍野区役所 阿倍野区文の里１丁目１番４０号

2158 都シティ　大阪天王寺 阿倍野区松崎町１丁目２番８号

2159 天王寺事務所１号 阿倍野区松崎町１丁目２番１２号

2160 株式会社　奥村組　本社ビル 阿倍野区松崎町２丁目２番２号

2161 ＮＡＤＩＳあべの 阿倍野区松崎町２丁目３番４７号

2162 エコール辻大阪 阿倍野区松崎町３丁目１６番３号

2163 辻調理師専門学校　本校 阿倍野区松崎町３丁目１６番１１号

2164 ボートレース住之江（第２投票所） 住之江区泉１丁目１番７１号

2165 ボートレース住之江（南スタンド） 住之江区泉１丁目１番７１号

2166 ボートレース住之江（北スタンド） 住之江区泉１丁目１番７１号
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2167 ＭＡＧ’Ｓスミノエ（マグスミノエ） 住之江区泉１丁目１番８２号

2168 スポーツ・デポ・ゴルフ５ 住之江区泉１丁目１番１００号

2169 北加賀屋　千島ビル 住之江区北加賀屋２丁目１１番８号

2170 メルシーこはま 住之江区粉浜２丁目１２番２１号

2171 ヤマト運輸株式会社　大阪主管支店 住之江区柴谷１丁目２番７０号

2172 株式会社　栗本鐵工所　住吉工場　本館 住之江区柴谷２丁目８番４５号

2173 ドン・キホーテ住之江公園店 住之江区新北島１丁目１番２号

2174 オスカードリーム 住之江区新北島１丁目２番１号

2175 大阪府住之江警察署 住之江区新北島３丁目１番５７号

2176 住之江ショッピングプラザ 住之江区新北島３丁目３番１９号

2177 サンティール住之江 住之江区新北島５丁目１番５０号

2178 株式会社　野村総合研究所　大阪データセンター 住之江区南港北１丁目１番２３号

2179 大阪アカデミア 住之江区南港北１丁目３番５号

2180 ファナック株式会社　大阪支店（１号館） 住之江区南港北１丁目３番４１号

2181 関西みらい南港第一ビル 住之江区南港北１丁目４番２４号

2182 インテックス大阪　管理棟・展示館１～５号館棟 住之江区南港北１丁目５番１０２号

2183 インテックス大阪　６号館棟 住之江区南港北１丁目５番１０２号

2184 キンドリルジャパン株式会社　大阪南港事業所 住之江区南港北１丁目６番２７号

2185 住友生命情報通信センター 住之江区南港北１丁目７番１８号

2186 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

2187 株式会社ＬＩＸＩＬ　ＯＮＥビル 住之江区南港北１丁目７番６２号

2188 日立造船南港ビル 住之江区南港北１丁目７番８９号

2189 ドコモ大阪南港ビル 住之江区南港北１丁目９番９号

2190 大阪エンタテインメントデザイン専門学校 住之江区南港北１丁目１０番１２号

2191 ミズノ大阪本社ビル 住之江区南港北１丁目１２番３５号

2192 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

2193 コスモプラザビル 住之江区南港北１丁目１３番６５号

2194 大阪府咲洲庁舎 住之江区南港北１丁目１４番１６号

2195 関西みらい　南港第二ビル 住之江区南港北１丁目２４番１４号

2196 いであ株式会社 住之江区南港北１丁目２４番２２号

2197 こくみん共済　ｃｏｏｐ　ヴィーコスＺＥＲＯ 大阪市住之江区南港北１丁目２４番３３号

2198 大阪出入国在留管理局 住之江区南港北１丁目２９番５３号

2199 アジア太平洋トレードセンター 住之江区南港北２丁目１番１０号

2200 ロジポート大阪ベイ 住之江区南港中１丁目４番１３０号

2201 大阪南港ポートタウンショッピングセンター・管理センター 住之江区南港中２丁目１番１０９号

2202 咲洲みなみ小中一貫校 住之江区南港中３丁目５番１４号

2203 大阪府立港南造形高等学校 住之江区南港東２丁目５番７２号

2204 大阪税関南港分庁舎 住之江区南港東４丁目１１番２８号

2205 日立関西ビル 住之江区南港東８丁目３番４５号

2206 プロロジスパーク大阪５ 住之江区南港東８丁目４番４７号

2207 カートレット南港 住之江区南港南２丁目１番３１号

2208 ＧＬＰ大阪 住之江区南港南２丁目４番４３号

2209 ＳＢＳロジコム（株）南港物流センター 住之江区南港南２丁目５番８号

2210 株式会社ダイエー　ダイエー住之江店 住之江区西加賀屋１丁目２番３４号

2211 螢印刷株式会社 住之江区浜口西１丁目１３番３号

2212 大阪南関電ビル 住之江区浜口西３丁目９番５号

2213 住之江事業所 住之江区平林北１丁目２番６３号

2214 ヤマダ電機　テックランド大阪住之江店 住之江区平林南２丁目７番２号

2215 コムシス平林ビル 住之江区平林南２丁目１０番１２号

2216 本社ビル 住之江区平林南２丁目１０番６０号

2217 大阪市住之江区役所 住之江区御崎３丁目１番１７号

2218 ニトリ　住之江店 住之江区緑木１丁目３番２７号

2219 住之江建物（日本トイザらス株式会社　住之江公園店） 住之江区南加賀屋２丁目３番２３号

2220 一般財団法人　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

2221 太陽生命大阪南ビル 住吉区我孫子東１丁目１０番６号

2222 ライフあびこ店 住吉区我孫子東１丁目１１番１号

2223 デイリーカナートイズミヤあびこ店 住吉区我孫子東２丁目５番１５号
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2224 大阪府教育センター 住吉区苅田４丁目１３番２３号

2225 あびこビル 住吉区苅田５丁目１８番１２号

2226 学術情報総合センター 住吉区杉本３丁目３番１３８号

2227 全学共通教育棟 住吉区杉本３丁目３番１３８号

2228 大阪市立大学理系学舎新棟 住吉区杉本３丁目３番１３８号

2229 帝塚山学院小学校中学校高等学校校舎 住吉区帝塚山中３丁目１０番５１号

2230 ジョーシン住吉店 住吉区殿辻１丁目８番２１号

2231 大阪市高速電気軌道株式会社　長居技術事務所 住吉区長居１丁目１番５０号

2232 ライフ長居店 住吉区長居東３丁目１番１号

2233 ライフ住吉店 住吉区万代４丁目１３番３号

2234 大阪府住吉警察署 住吉区東粉浜３丁目２８番３号

2235 株式会社　万代南住吉店 住吉区南住吉１丁目１８番１２号

2236 住吉区役所・住吉区民センター・住吉図書館・水道局住吉サービス　ステーション 住吉区南住吉３丁目１５番５５号

2237 ライフ住吉山之内店 住吉区山之内１丁目１０番１５号

2238 学校法人浪速学院　浪速高等学校・中学校新校舎 住吉区山之内２丁目１３番５７号

2239 大阪市中央卸売市場東部市場　仲卸売場棟 東住吉区今林１丁目２番６８号

2240 大阪市中央卸売市場東部市場　卸売場棟 東住吉区今林１丁目２番６８号

2241 ライフ杭全店 東住吉区杭全５丁目１１番７号

2242 銀ビル駒川店（スーパー玉出駒川店） 東住吉区駒川５丁目１１番３号

2243 大阪市立自然史博物館 東住吉区長居公園１番２３号

2244 花と緑と自然の情報センター 東住吉区長居公園１番２３号

2245 長居陸上競技場 東住吉区長居公園１丁目１番

2246 カナエ今川ビル 東住吉区西今川３丁目１番２１号

2247 東住吉区合同庁舎 東住吉区東田辺１丁目１３番４号

2248 大阪府東住吉警察署 東住吉区東田辺２丁目１１番３９号

2249 大阪市立早川福祉会館 東住吉区南田辺１丁目９番２８号

2250 南部水道センター 東住吉区南田辺３丁目２番１号

2251 イオン喜連瓜破駅前店 平野区瓜破２丁目１番１３号

2252 ＪＡ大阪市本店 平野区加美鞍作２丁目２番１号

2253 寺崎電気産業株式会社　本社Ｂ・Ｃ棟 平野区加美東６丁目１３番４７号

2254 ライフ喜連瓜破店 平野区喜連西６丁目２番３４号

2255 大阪府平野警察署 平野区喜連西６丁目２番５１号

2256 大阪市平野区役所（平野区保健福祉センター含む） 平野区背戸口３丁目８番１９号

2257 イオンリテールストア株式会社　イオン長吉店 平野区長吉長原西１丁目１番１０号

2258 平野中央メモリアルホール 平野区長吉川辺３丁目８番４３号

2259 大阪市立クラフトパーク 平野区長吉六反１丁目８番４４号

2260 大阪教育大学附属平野中高校舎 平野区流町２丁目１番２４号

2261 松下ビル（ライフ平野西脇店） 平野区西脇４丁目７番６号

2262 イオンタウン平野 平野区平野北１丁目８番２号

2263 日本郵便株式会社　平野郵便局 平野区平野西３丁目１番５号

2264 株式会社　マルタマフーズ 平野区平野馬場１丁目１７番１５号

2265 イズミヤ平野店 平野区平野宮町１丁目６番２号

2266 デイリーカナートイズミヤ天下茶屋店 西成区岸里１丁目１番９５号

2267 大阪市西成区合同庁舎 西成区岸里１丁目５番２０号

2268 東横ＩＮＮあべの天王寺 西成区山王１丁目１番７号

2269 岸ノ里デパート協同組合（ビッグ岸ノ里） 西成区千本北１丁目１１番３２号

2270 大一ビル 西成区太子１丁目１番２号

2271 ㈱はやし鶴見橋店 西成区鶴見橋１丁目１７番５号

2272 株式会社　ニトリ　西成店 西成区出城１丁目２番３７号

2273 大阪市社会福祉研修・情報センター 西成区出城２丁目５番２０号

2274 大阪府西成警察署 西成区萩之茶屋２丁目４番２号

2275 ＦＰ　ＨＯＴＥＬＳ　Ｇｒａｎｄ　難波南 西成区花園北１丁目２番２３号

2276 デイリーカナートイズミヤ花園店 西成区花園南１丁目２番４号

2277 イズミヤ本社ビル 西成区花園南１丁目４番４号

2278 シティホール天下茶屋 西成区松１丁目１番１０号

2279 ホームズ南津守店 西成区南津守１丁目６番４１号

2280 Ｊｏｓｈｉｎ南津守店 西成区南津守５丁目２番１４号
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2281 ホームセンターコーナン南津守店 西成区南津守６丁目１番７５号


