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1 株式会社　スタンダｰド石油　大阪発売所 靭本町3－10－15

2 株式会社　浅田商店 江戸堀2－7－9

3 江戸堀やまぐち 江戸堀3－6－49

4 大阪倉庫　株式会社 安治川1－2－24

6 和泉防災　株式会社 立売堀1－7－3

7 ＮＴＮ　株式会社　本社 京町堀1－3－17

9 株式会社錢高組　大阪支社 西本町2－2－11

10 立正佼成会　大阪教会 京町堀1－5－15

11 九條運送　株式会社 九条南2－20－12

12 社会医療法人きっこう会　多根総合病院 境川1－2－31

13 株式会社　春日井 新町4－13－9

14 平岡特殊硝子製作　株式会社 新町4－7－8

15 松島運営組合（松島会館） 九条1－5－16

16 東洋熱工業　株式会社　大阪支店 江戸堀2－6－33　江戸堀フコク生命ビル

17 ダイダン　株式会社　大阪本社 江戸堀1－9－25

19 まこと建設　株式会社 北堀江2－17－8

20 丹羽トラスト　株式会社 京町堀1－4－16　センチュリｰビル

21 東洋ゴム工業　株式会社 江戸堀1－17－18

22 株式会社　盛香堂　石田商店 京町堀1－15－9

23 山文商事　株式会社　信濃橋SS 靭本町1－5－20

24 有限会社　信州蕎麦　更科・権太呂 九条1－14－21

25 山文商事　株式会社　新なにわ筋立売堀SS 立売堀4－7－17

27 山文商事　株式会社 土佐堀1－2－10

28 株式会社　ヨシテック 立売堀3－3－24　和鋼ビル5階

29 カネタカ　有限会社 京町堀2－14－22

30 田渕海運　株式会社 安治川2－2－5

31 岩井機械工業　株式会社　大阪営業所 北堀江4－15－21

32 住電トミタ商事　株式会社 立売堀5－8－11

33 株式会社　中山工務店 九条南4－17－8

35 大阪美装工業　株式会社 南堀江1－10－11

36 全日本建設運輸連帯労働組合  関西地区生コン支部 川口2－4－2

38 医療法人　日新会　北堀江病院 北堀江1－10－6

39 株式会社　四ツ橋 新町1－3－12

40 戸田建設　株式会社　大阪支店 西本町1－13－47

41 山中産業　株式会社 境川2－4－24

43 アｰクビル　株式会社 北堀江1－1－15

44 瀬戸内海運　株式会社 南堀江4－27－14

45 シティルｰトホテル 靭本町2－3－6

46 由良産商株式会社 立売堀4－8－17

47 特定医療法人仁生会　内藤病院 九条1－15－23

48 株式会社　山本設計 京町堀1－10－8

49 株式会社　百十四銀行　九条支店 九条1－13－17

50 ニュｰオリエンタルホテル 西本町2－6－10

52 株式会社　赤尾 新町4－13－1

53 サンコｰインダストリｰ　株式会社 立売堀1－9－28

54 株式会社　徐園 江戸堀1－15－30

55 株式会社　小野工務所 阿波座1－5－9

57 松野工業　株式会社 千代崎1－23－7

58 株式会社　フジペック 江戸堀2－4－7

59 株式会社　栗本鐵工所 北堀江1－12－19

60 三協工材　株式会社 靱本町2－5－15

61 三井化学　株式会社　大阪支店 靱本町1－11－7　信濃橋三井ビル8階

63 大阪トヨペット　株式会社 立売堀3－1－1

64 大阪府民共済生活協同組合 南堀江1－22－13

65 株式会社　防災計測 九条南2－31－14
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67 株式会社　丸栄機工 千代崎1－12－9

68 財団法人　大阪市消防振興協会 江戸堀1－24－18

69 株式会社　大阪シティドｰム 千代崎3－中2－1

70 長瀬産業　株式会社 新町1－1－17

71 フジワラ産業　株式会社 境川1－4－5

73 丸石工材　株式会社 南堀江3－7－10

74 ＮＰＯ法人Ｏｓａｋａ２１　小規模多機能型施設　れんげホｰム 新町1－8－20

75 一番亭 北堀江3－11－10

76 淡路屋米穀　株式会社 北堀江3－11－10

77 カラオケ　一番 北堀江3－11－11

78 麻雀　イズモ 北堀江3－11－10

79 社会福祉法人亀望会　特別養護老人ホｰム　江之子島コスモス苑 江之子島1－8－44

80 株式会社　二口印刷 土佐堀1－6－5

82 株式会社東横イン　心斎橋西 北堀江1－9－22

83 三同建設　株式会社 千代崎2－15－15

84 ＮＳＫ　株式会社　関西事業本部 北堀江2－2－25　久我ビル南館4階

85 株式会社　ジオン商事　物流センタｰ 安治川1－1－17

86 西島産業　株式会社 安治川1－1－19

87 英和　株式会社 北堀江4－1－7

89 ホスピタリティツｰリズム専門学校大阪 江戸堀2－1－25

90 サンワコムシスエンジニアリング　株式会社　関西支店 北堀江2－5－24

91 冨士船用品　株式会社 千代崎2－19－3

92 海協運送　株式会社 千代崎2－2－4

94 丸一鋼管　株式会社 北堀江3－9－10

95 社会福祉法人仁景会　特別養護老人ホｰムすみれ苑　養護老人ホｰムすみれ苑 川口3－6－14

96 ロｰソン　境川店 境川1－3－6

97 株式会社　竹村製作所 境川1－3－2

99 株式会社　ニイカワ 境川1－4－36

100 株式会社　三木商店 新町4－18－3

102 株式会社　ウチノ 安治川2－1－40

103 株式会社　環境リサｰチセンタｰ 本田2－1－30　西区産業会館

104 ダイゴｰ　株式会社 本田4－7－13

105 西区　障がい者相談支援センタｰ 本田2－5－16

108 花王　株式会社　大阪事業場 立売堀1－4－1

109 株式会社　日比谷花壇　「メモリアルハウス花堀江」 北堀江2－2－21

110 社会福祉法人亀望会　ケアハウス　コスモスガｰデン 靭本町3－6－18

111 株式会社　啓愛義肢材料販売所　大阪営業所 九条南4－2－10

113 大鵬興業　株式会社 九条南1－9－25

114 因幡電機産業　株式会社 立売堀4－11－14

116 コベントガｰデン 北堀江2－5－10－1Ｆ

117 Ｂｉｎｄｕ（ビンドゥ） 北堀江1－16－18－1Ｆ

119 おでん・うどん　〇 北堀江3－4－2－1Ｆ

120 炭焼き笑店　陽 北堀江2－16－14

128 山本かすうどん 北堀江1－22－23－1F

132 Muse　OSAKA 南堀江1－21－7－1F

134 Clover 南堀江2－3－24－1F

144 cor　de　envue 北堀江1－17－1　cor2F

147 brush 北堀江1－22－13

160 Hair　Make　bo:lr 北堀江1－6－11－1F

161 BUZZ 北堀江1－6－20

162 vaselines　hair  and  more 南堀江2－4－17－1F

164 carre'hair（西山） 南堀江1－10－11　西谷ビル1F

167 サロンド纐纈（コウケツ） 南堀江1－11－9　SONO四ツ橋ビル2F

168 株式会社　大和屋　立喰い大和庵 九条1－13－12

170 中谷安心堂漢方薬局 九条2－15－15
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171 ザフトンショップ　ハヤシ 九条2－24－3

172 千鳥屋　九条店 九条2－4－7

174 アケボシ 九条2－8－5

175 ヒグチカメラ 九条2－8－6

176 足立電器商会 九条2－8－7

179 いんなみ歯科クリニック 九条2－9－4

180 ケイネット 九条2－9－5

181 有限会社　マルイ時計メガネ店 九条2－9－6

183 株式会社　真章堂さわだ 九条2－9－7

185 キシャル 九条2－9－8

188 今井商店（たこやき家） 九条2－7－12

194 スギ薬局　九条店 九条2－7－15

200 小林の酒場 九条2－7－18

201 株式会社　大江商会・大江薬局 九条2－7－18

205 AGCコｰテック　株式会社 阿波座2－2－18　大阪西本町ビル1階

206 フリｰク 九条1－17－22

207 サコダ理容 九条1－17－22

208 みずほ銀行　九条支店 九条1－16－28

209 天寿 九条1－17－22

210 すなっく　かわい 九条1－17－20

211 つばき 九条1－17－22

212 ふるさと 九条1－17－17

214 居酒屋　ここ助 九条1－17－21

217 食事処　加賀屋 九条1－16－9

218 串かつ藤（居酒屋） 九条1－16－10

219 山口　淳一 九条1－16－11

220 新はなぞの 九条1－16－10

221 すし源 九条1－17－17

222 貸家業 九条1－17－17

223 伊藤　澄子 九条1－17－17

224 うず潮 九条1－17－16

225 貸家業 九条1－17－15

227 美髪　ドゥ　パッフェ 九条1－17－16

229 マツイ写真場 九条1－16－16

230 唐園 九条1－16－14

231 株式会社　ブライダルコスチュｰム石川 九条1－16－14

234 昭和書籍　本店 九条1－16－15

235 安井酒店 九条1－19－26

236 焼肉レストラン　登ら志 九条1－19－22

237 株式会社　おがわ電器商会 九条1－15－6

238 えらぶ 九条1－15－4

239 太閤堂治療院 九条1－19－26

240 Ｃａｆｅ　Ｂａｒ　ＥＮ 九条1－15－4

241 ナカエマ自転車店 九条1－15－11

242 天野　榮子 九条1－15－14

243 高橋　繁子 九条1－15－9

244 堀　勝治 九条1－15－9

245 中島歯科医院 九条1－15－12

247 株式会社シネ・ヌｰヴォ 九条1－20－24

248 スナックゆき　後藤ビル 九条1－15－13

249 旬菜まんま 九条1－15－15

250 さぬきや 九条1－14－5

251 株式会社　小林酒店 九条1－14－5

252 新道ハイツ 九条1－14－3

253 那須電機商事　株式会社 九条1－22－19
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254 松浦整骨院 九条1－22－18

255 株式会社　薮内モｰタｰス 九条1－23－17

257 スナック門 九条1－27－14

258 毎日新聞 九条1－21－21

259 おおクリニック 九条1－14－3

260 ケアヴィレッジ九条 九条1－21－24

261 季節料理　中西 九条1－14－20

263 東洋パｰキング 九条1－14－8

264 エムハウス 九条3－5－11

265 山本製陶所 九条3－21－18

266 すし政 九条2－23－10

267 株式会社　栗田機械製作所 境川2－1－44

268 公益財団法人　大阪ＹＭＣＡ　土佐堀YＭＣＡ 土佐堀1-5-6

269 株式会社　立花エレテック 西本町1－13－25

270 株式会社　ポスタリテイト 靱本町3－2－18　ラ・パレス靭公園301

271 公益社団法人日本技術士会　近畿本部 靱本町1－9－15　近畿富山会館ビル

272 岡本　株式会社　本社 西本町1－11－9

273 株式会社　平山建装 立売堀1－9－10

274 大阪信用金庫九条支店 九条１－29－１

275 大阪信用金庫西支店 新町１－３－12　四ツ橋セントラルビル１F


