
店舗名 郵便番号 住所

茨木中央通 567-0888 大阪府茨木市駅前４－３－２５

茨木蔵垣内 567-0878 大阪府茨木市蔵垣内一丁目１番１４号

茨木大池一丁目 567-0826 大阪府茨木市大池一丁目４番１号

茨木沢良宜浜 567-0864 大阪府茨木市沢良宜浜二丁目４番３号

茨木島三丁目 567-0854 大阪府茨木市島三丁目９番９号

河内長野市町 586-0002 大阪府河内長野市市町１１３５－１１１３６－１

小浦貝塚市役所前 597-0071 大阪府貝塚市加神１丁目６番２６号

貝塚駅前 597-0083 大阪府貝塚市海塚２５３番地１１

和泉橋本 597-0043 大阪府貝塚市橋本３７１

小浦貝塚石才 597-0082 大阪府貝塚市石才１６０‐１

貝塚二色 597-0091 大阪府貝塚市二色１丁目１番６５号

貝塚福田 597-0023 大阪府貝塚市福田９３番

貝塚麻生中 597-0081 大阪府貝塚市麻生中１０１５番地１

岸和田下松町 596-0823 大阪府岸和田市下松町３丁目６－１６

岸和田下池田 596-0811 大阪府岸和田市下池田町１丁目３番１２号

ゆめみヶ丘岸和田 596-0817 大阪府岸和田市岸の丘町２丁目１番３０号

吉井町二丁目 596-0002 大阪府岸和田市吉井町二丁目１９番２７号

岸和田今木町 596-0804 大阪府岸和田市今木町６

岸和田三田町北 596-0808 大阪府岸和田市三田町４００番地の２１

岸和田上松町 596-0827 大阪府岸和田市上松町２０１－１

岸和田上町 596-0077 大阪府岸和田市上町９－１１

久米田駅前 596-0812 大阪府岸和田市大町３７１－５

岸和田土生町 596-0825 大阪府岸和田市土生町字今城１５９６－１

岸和田藤井 596-0046 大阪府岸和田市藤井町１丁目７番２２号

岸和田南町 596-0067 大阪府岸和田市南町１８－１６

小浦岸和田木材町 596-0011 大阪府岸和田市木材町８番地の８

小浦岸和田北インター 596-0011 大阪府岸和田市木材町９－１１

岸和田流木東 596-0835 大阪府岸和田市流木町３２５番地１

幾野四丁目 576-0054 大阪府交野市幾野４－１８－５

交野星田 576-0016 大阪府交野市星田６－１－３０

高石駅前 592-0014 大阪府高石市綾園一丁目１１番２号

羽衣駅西 592-0002 大阪府高石市羽衣１丁目１４番１０号

高石高師浜 592-0004 大阪府高石市高師浜三丁目１７番２５

葛の葉町北 592-0012 大阪府高石市西取石７丁目１４－２７

高槻浦堂 569-1027 大阪府高槻市浦堂２－１２

高槻岡本町 569-1137 大阪府高槻市岡本町５番２５号

高槻宮田町二丁目 569-1142 大阪府高槻市宮田町２丁目１３番２５号

鳥取南 599-0204 大阪府阪南市鳥取４７４－２

阪南鳥取中 599-0211 大阪府阪南市鳥取中２５０番地の１

京屋御陵通 590-0048 大阪府堺市堺区一条通２－６

堺榎元町 590-0027 大阪府堺市堺区榎元町５丁６ー１１

堺錦綾町 590-0006 大阪府堺市堺区錦綾町２－３－１６

堺三宝町六丁 590-0906 大阪府堺市堺区三宝町六丁３０５－１

堺山本町 590-0983 大阪府堺市堺区山本町２丁５９番地

松屋大和川通 590-0902 大阪府堺市堺区松屋大和川通二丁３４番地４

ＭＹＳ堺神石市之町 590-0813 大阪府堺市堺区神石市之町１４－４０

京屋西湊 590-0835 大阪府堺市堺区西湊町６－３－１１



堺南清水町 590-0005 大阪府堺市堺区南清水町２丁３－１

堺上 593-8311 大阪府堺市西区上９７－４

堺草部 593-8312 大阪府堺市西区草部２５７－１

堺津久野町 593-8322 大阪府堺市西区津久野町１丁１１番１０

浜寺石津町 592-8333 大阪府堺市西区浜寺石津町西３－４－１９

堺浜寺船尾町 592-8342 大阪府堺市西区浜寺船尾町西三丁４４番地

堺鳳西町 593-8326 大阪府堺市西区鳳西町１丁６８－１４

堺鳳西町二丁 593-8326 大阪府堺市西区鳳西町２丁７６番地３

堺鳳東町 593-8324 大阪府堺市西区鳳東町２丁１６２－１

ＪＲ鳳駅前 593-8324 大阪府堺市西区鳳東町一丁７

堺深井沢町 599-8236 大阪府堺市中区深井沢町２７７番２

堺深井中町 599-8272 大阪府堺市中区深井中町１９７３－１

ベルランド総合病院 599-8247 大阪府堺市中区東山５００－３

京屋東山 599-8247 大阪府堺市中区東山５６５－１

堺堀上町 599-8262 大阪府堺市中区八田北町４８１－１

堺西野 599-8125 大阪府堺市東区西野４７９番１

白鷺駅前 599-8107 大阪府堺市東区白鷺町１－２－１２

栂美木多駅前 590-0132 大阪府堺市南区原山台２丁１－２

堺咲花病院 590-0132 大阪府堺市南区原山台２丁７－１

泉北晴美台三丁 590-0113 大阪府堺市南区晴美台３－１３－３

堺大庭寺 590-0153 大阪府堺市南区大庭寺７９３－１

堺泉北竹城台 590-0105 大阪府堺市南区竹城台３丁目２２－８

泉ヶ丘駅前 590-0115 大阪府堺市南区茶山台１－２－３

堺美原黒山 587-0002 大阪府堺市美原区黒山６９番１

堺美原小平尾 587-0021 大阪府堺市美原区小平尾７２５番地５

美原小平尾 587-0021 大阪府堺市美原区小平尾７８２－４

美原大饗 587-0063 大阪府堺市美原区大饗１６４－１

堺金岡町 591-8022 大阪府堺市北区金岡町３０３４－３１

堺中長尾町 591-8044 大阪府堺市北区中長尾町三丁３番１号

なかもず駅北口 591-8023 大阪府堺市北区中百舌鳥町２－１０１

堺東浅香山 591-8008 大阪府堺市北区東浅香山町２丁３４８－１

堺百舌鳥梅町三丁 591-8032 大阪府堺市北区百舌鳥梅町三丁５４－６

堺百舌鳥梅町二丁 591-8032 大阪府堺市北区百舌鳥梅町二丁５０６

堺百舌鳥梅北町 591-8031 大阪府堺市北区百舌鳥梅北町３－１０５－１

堺北長尾町 591-8043 大阪府堺市北区北長尾町八丁１番１９号

四條畷岡山 575-0002 大阪府四條畷市岡山１－１３－１

四條畷中野西 575-0055 大阪府四條畷市西中野一丁目１０番１号

四條畷中野 575-0053 大阪府四條畷市大字中野１１２－１

大日東 570-0015 大阪府守口市梶町１－１９－１

菊水通二丁目 570-0032 大阪府守口市菊水通２－８－１４

京阪本通二丁目 570-0083 大阪府守口市京阪本通２－９－４

西三荘 570-0031 大阪府守口市橋波東之町１ー３ー８

守口金田町一丁目 570-0011 大阪府守口市金田町１丁目３－１２

守口金田町二丁目 570-0011 大阪府守口市金田町２丁目１－２２

守口高瀬町 570-0053 大阪府守口市高瀬町３丁目９－２８

守口佐太中町二丁目 570-0002 大阪府守口市佐太中町２ー２ー２９

守口庭窪 570-0002 大阪府守口市佐太中町３丁目１－１１

守口市駅前 570-0027 大阪府守口市桜町９―７



川端寺内町 570-0056 大阪府守口市寺内町１丁目４－３

エル守口 570-0056 大阪府守口市寺内町２－２－１５

守口西郷通 570-0034 大阪府守口市西郷通２－８－１６

守口大庭 570-0009 大阪府守口市大庭町１－１－３

守口大日駅前 570-0003 大阪府守口市大日町２－１－１８

守口東郷通 570-0041 大阪府守口市東郷通１丁目７番１２号

守口藤田一丁目 570-0014 大阪府守口市藤田町１－５５－１５

守口南寺方東通 570-0043 大阪府守口市南寺方東通３丁目１５番２１号

守口東通 570-0043 大阪府守口市南寺方東通６－１３－１３

守口八雲東町 570-0021 大阪府守口市八雲東町一丁目２１番２８号

守口竜田通一丁目 570-0025 大阪府守口市竜田通１－６－２

寝屋川寿町 572-0029 大阪府寝屋川市寿町２１番１７号

寝屋川初町 572-0833 大阪府寝屋川市初町２０－７

寝屋川点野 572-0077 大阪府寝屋川市点野５丁目７番８号

岸部中 564-0002 大阪府吹田市岸部中１－１３－１３

吹田五月が丘北 565-0834 大阪府吹田市五月が丘北２２－１４

吹田広芝町 564-0052 大阪府吹田市広芝町１０－１４

江坂駅北 564-0063 大阪府吹田市江坂町１－１３－４１

江坂町二丁目 564-0063 大阪府吹田市江坂町２丁目１２－４８

吹田江坂五丁目 564-0063 大阪府吹田市江坂町五丁目１３番２号

佐井寺南が丘 565-0837 大阪府吹田市佐井寺南が丘９ー６

豊津駅前 564-0073 大阪府吹田市山手町２－６－３－１０１

吹田山手三丁目 564-0073 大阪府吹田市山手町３－２２－２２

吹田山手町四丁目 564-0073 大阪府吹田市山手町４丁目１３－６

吹田山田西 565-0824 大阪府吹田市山田西２－７－１６

山田西四丁目 565-0824 大阪府吹田市山田西４－２－６

山田南 565-0823 大阪府吹田市山田南３０－４

吹田栄通り商店会 564-0028 大阪府吹田市昭和町１０－１８

吹田上山手町 565-0841 大阪府吹田市上山手町２７－８

吹田垂水町一丁目 564-0062 大阪府吹田市垂水町１－７－６

名神吹田インター前 565-0801 大阪府吹田市青葉丘北７－３２

吹田千里丘北 565-0815 大阪府吹田市千里丘北１－１６

吹田千里山高塚 565-0848 大阪府吹田市千里山高塚９－２

吹田千里山西 565-0851 大阪府吹田市千里山西４－３８－１０

大阪万博公園 565-0826 大阪府吹田市千里万博公園１３番９号

吹田朝日が丘町 564-0083 大阪府吹田市朝日が丘町１６－５

吹田長野西 565-0817 大阪府吹田市長野西１１－８

吹田津雲台七丁目 565-0862 大阪府吹田市津雲台七丁目７番２０号

桃山台駅 565-0854 大阪府吹田市桃山台５－１Ｃ２０－Ｂ１０１

吹田内本町 564-0032 大阪府吹田市内本町一丁目２２番９号

南吹田一丁目 564-0043 大阪府吹田市南吹田１丁目９番１０号

南吹田五丁目 564-0043 大阪府吹田市南吹田５丁目２４番１号

摂津鳥飼中一丁目 566-0064 大阪府摂津市鳥飼中１丁目３６番２０号

鳥飼本町五丁目 566-0052 大阪府摂津市鳥飼本町５－１－１３

摂津別府 566-0046 大阪府摂津市別府３丁目１９－３

泉佐野羽倉崎 598-0037 大阪府泉佐野市羽倉崎上町１－４－２５

泉佐野高松東 598-0012 大阪府泉佐野市高松東２－２－１３

泉佐野俵屋 598-0006 大阪府泉佐野市市場西１丁目３６６番１



泉佐野中庄 598-0002 大阪府泉佐野市中庄１２番地の１

泉佐野樫井川北 598-0035 大阪府泉佐野市南中樫井５９８－１

泉佐野日根野 598-0021 大阪府泉佐野市日根野２１２１－１

泉大津宮町 595-0013 大阪府泉大津市宮町１－７

泉大津穴田 595-0032 大阪府泉大津市穴田７３－５

泉大津寿町 595-0014 大阪府泉大津市寿町４－３６

泉大津北助松 595-0071 大阪府泉大津市助松町１丁目２番１９号

泉大津虫取町 595-0037 大阪府泉大津市虫取町１－４－３３

泉大津東港町 595-0051 大阪府泉大津市東港町１５－１８

泉大津板原 595-0033 大阪府泉大津市板原町４丁目１１番１号

泉大津豊中 595-0012 大阪府泉大津市北豊中町２－１－２１

熊取紺屋 590-0412 大阪府泉南郡熊取町紺屋２丁目１０３４－１（地番）

吉見の里南 598-0092 大阪府泉南郡田尻町吉見１６７－１

関空第一ターミナル２階 549-0011 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中１番地

関空第一ターミナル４階 549-0011 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中１番地

泉南インター 590-0523 大阪府泉南市信達岡中１１９９－１

泉南砂川 590-0504 大阪府泉南市信達市場２３３５番地１

関空国際貨物地区 549-0021 大阪府泉南市泉州空港南１番

泉南男里北 590-0526 大阪府泉南市男里５丁目２番７号

泉南男里 590-0526 大阪府泉南市男里六丁目１６番８号

泉南幡代北 590-0524 大阪府泉南市幡代１丁目３番１７号

泉南幡代 590-0524 大阪府泉南市幡代１丁目９番３号

忠岡東一丁目 595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東１丁目２２番２５号

小浦忠岡南 595-0813 大阪府泉北郡忠岡町忠岡南１－２－１０

小浦忠岡北 595-0811 大阪府泉北郡忠岡町忠岡北２丁目８番１８号

大阪狭山半田 589-0011 大阪府大阪狭山市半田３丁目１６１５

アベノセンタービル 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１－５－３６アベノセンタービル地下２

阿倍野筋二丁目 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋２丁目１－２９ＡＩＴビル

あべのアポロ 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋一丁目５－３１きんえいアポロビル１Ｆ

キューズタウン 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋一丁目６番１号ヴィアあべのウォーク１

阿倍野元町 545-0034 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野元町１４番７号

あべのポンテ 545-0051 大阪府大阪市阿倍野区旭町２丁目１－２

阿倍野王子町 545-0023 大阪府大阪市阿倍野区王子町１－５－１５

阪南町二丁目 545-0021 大阪府大阪市阿倍野区阪南町２－２－２

地下鉄昭和町駅前 545-0011 大阪府大阪市阿倍野区昭和町１丁目２１－２５ビルおおさき

阿倍野昭和町 545-0011 大阪府大阪市阿倍野区昭和町３－８－２７

あべの橋駅前 545-0053 大阪府大阪市阿倍野区松崎町２－２－２８

阿部野橋駅南 545-0053 大阪府大阪市阿倍野区松崎町２－３－６０

松崎町 545-0053 大阪府大阪市阿倍野区松崎町３丁目１４番１２号

南田辺駅前 545-0013 大阪府大阪市阿倍野区長池町９－４

寺田町駅前 545-0001 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北２－１－８

ＭＹＳ播磨町 545-0022 大阪府大阪市阿倍野区播磨町一丁目２４－２８

文の里二丁目 545-0004 大阪府大阪市阿倍野区文の里２－１１－２１ジョイフル文の里

関目高殿駅西 535-0031 大阪府大阪市旭区高殿４－２１－２０

高殿七丁目 535-0031 大阪府大阪市旭区高殿７丁目１－２０

新森二丁目 535-0022 大阪府大阪市旭区新森２－２４－２２

花博記念公園前 535-0022 大阪府大阪市旭区新森６丁目１１－２７

新森七丁目 535-0022 大阪府大阪市旭区新森７丁目５－３５



スバル森小路 535-0013 大阪府大阪市旭区森小路２－１－１１

スバル京阪千林 535-0021 大阪府大阪市旭区清水１－１８－１８

清水二丁目 535-0021 大阪府大阪市旭区清水２－４－１８

生江一丁目 535-0004 大阪府大阪市旭区生江１－５－１

生江三丁目 535-0004 大阪府大阪市旭区生江３丁目８－１６

千林二丁目 535-0012 大阪府大阪市旭区千林２丁目６－１

大宮二丁目 535-0002 大阪府大阪市旭区大宮２丁目１５－７

大宮五丁目 535-0002 大阪府大阪市旭区大宮５丁目３－１９

中宮 535-0003 大阪府大阪市旭区中宮１－９－１９

大阪工大前 535-0003 大阪府大阪市旭区中宮５丁目４－３４

港晴四丁目 552-0023 大阪府大阪市港区港晴４丁目１５－３

市岡一丁目 552-0012 大阪府大阪市港区市岡１丁目５－２９

市岡みなと通 552-0002 大阪府大阪市港区市岡元町３－１３－１０

弁天町駅前 552-0002 大阪府大阪市港区市岡元町３－７－１０

朝潮橋駅前 552-0015 大阪府大阪市港区池島１丁目１－１９

築港 552-0021 大阪府大阪市港区築港１丁目１４－２４

大阪プール東 552-0005 大阪府大阪市港区田中２－１４－６

波除中央大通 552-0001 大阪府大阪市港区波除２‐４‐８

波除二丁目 552-0001 大阪府大阪市港区波除２－６－９

八幡屋商店街西 552-0014 大阪府大阪市港区八幡屋１丁目１５－８

福崎 552-0013 大阪府大阪市港区福崎２－４－２６

港弁天ＯＲＣ 552-0007 大阪府大阪市港区弁天１丁目２番４号

千鳥橋駅前 554-0014 大阪府大阪市此花区四貫島１丁目５番６号

伝法二丁目 554-0002 大阪府大阪市此花区伝法２－５－１５

伝法駅前 554-0002 大阪府大阪市此花区伝法３丁目１４－２

伝法六丁目 554-0002 大阪府大阪市此花区伝法６丁目５－８

島屋一丁目 554-0024 大阪府大阪市此花区島屋１丁目１－１９

此花島屋 554-0024 大阪府大阪市此花区島屋２－１０－３

堀田此花 554-0024 大阪府大阪市此花区島屋３－１３－２０

島屋三丁目 554-0024 大阪府大阪市此花区島屋３－５－２１

安治川口駅西 554-0024 大阪府大阪市此花区島屋４－２－３

酉島二丁目 554-0051 大阪府大阪市此花区酉島２－６－６

此花酉島 554-0051 大阪府大阪市此花区酉島３－２２－１３

梅香三丁目 554-0013 大阪府大阪市此花区梅香３－３１－１４

舞洲 554-0041 大阪府大阪市此花区北港白津２丁目５－３３

遠里小野二丁目 558-0032 大阪府大阪市住吉区遠里小野２丁目１０番３４号

ＭＹＳ我孫子前駅西 558-0032 大阪府大阪市住吉区遠里小野四丁目１０－１２

あびこ駅西 558-0015 大阪府大阪市住吉区我孫子西２－３－２４

我孫子東二丁目 558-0013 大阪府大阪市住吉区我孫子東２－６－２４

地下鉄あびこ駅南 558-0013 大阪府大阪市住吉区我孫子東３丁目１－１１

住吉苅田五丁目 558-0011 大阪府大阪市住吉区苅田５丁目１３－７西武マンション

住吉苅田二丁目 558-0011 大阪府大阪市住吉区苅田二丁目５番２号

ＭＹＳ杉本町駅前 558-0023 大阪府大阪市住吉区山之内３－２－３

ＭＹＳ杉本町 558-0023 大阪府大阪市住吉区山之内４丁目１－１エミネンスパレス

上住吉二丁目 558-0046 大阪府大阪市住吉区上住吉二丁目１２－５

我孫子道駅前 558-0033 大阪府大阪市住吉区清水丘２－３３－１５

長居四丁目 558-0003 大阪府大阪市住吉区長居４－２－２

長居西 558-0002 大阪府大阪市住吉区長居西１－８－１４



長居東三丁目 558-0004 大阪府大阪市住吉区長居東３－４－１１

長居駅西 558-0004 大阪府大阪市住吉区長居東４丁目９－１４

帝塚山中一丁目 558-0053 大阪府大阪市住吉区帝塚山中１丁目２－２１

東粉浜三丁目 558-0051 大阪府大阪市住吉区東粉浜３－１９－１１

南住吉 558-0041 大阪府大阪市住吉区南住吉２－１－１

万代六丁目 558-0055 大阪府大阪市住吉区万代６－１０－６

ＭＹＳ万代東二丁目 558-0056 大阪府大阪市住吉区万代東２丁目１－２５

住之江公園駅西 559-0024 大阪府大阪市住之江区新北島１丁目３－３１

ＭＹＳ新北島 559-0024 大阪府大阪市住之江区新北島５－３－４

中加賀屋二丁目 559-0017 大阪府大阪市住之江区中加賀屋２－１－４

南加賀屋二丁目 559-0015 大阪府大阪市住之江区南加賀屋２－８－１５

南港東一丁目 559-0031 大阪府大阪市住之江区南港東１－４－２２

南港口 559-0031 大阪府大阪市住之江区南港東１－５－１１

南港トラックターミナル 559-0031 大阪府大阪市住之江区南港東４－１０－１０８

コスモスクエア 559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北１－７－５０

ＡＴＣ 559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北２－１－１０

浜口西一丁目 559-0006 大阪府大阪市住之江区浜口西１－１３－１０

住之江平林南 559-0025 大阪府大阪市住之江区平林南２丁目１２番３２号

北加賀屋 559-0011 大阪府大阪市住之江区北加賀屋２－１１－８

深江橋駅前 536-0022 大阪府大阪市城東区永田４－１７－１４

関目一丁目 536-0008 大阪府大阪市城東区関目１丁目２－７

関目三丁目 536-0008 大阪府大阪市城東区関目３－１４－９

済生会野江病院 536-0001 大阪府大阪市城東区古市１－３－２５

今福東一丁目 536-0002 大阪府大阪市城東区今福東１－５－３８

城東今福東 536-0002 大阪府大阪市城東区今福東１丁目１０－２０

鴫野橋 536-0014 大阪府大阪市城東区鴫野西１丁目９－３０

城東鴫野西 536-0014 大阪府大阪市城東区鴫野西２－１８－３

鴫野駅南 536-0014 大阪府大阪市城東区鴫野西５－１３－１１

新喜多東 536-0017 大阪府大阪市城東区新喜多東２丁目１番１号

諏訪一丁目 536-0021 大阪府大阪市城東区諏訪１－１－１１

深江橋駅東 536-0021 大阪府大阪市城東区諏訪四丁目３番１号

関目駅前 536-0007 大阪府大阪市城東区成育５－２３－１２

城東中央一丁目 536-0005 大阪府大阪市城東区中央１丁目８－２７アーバネックス蒲生ビル

東中浜四丁目 536-0023 大阪府大阪市城東区東中浜４丁目９番２３号

東中浜六丁目 536-0023 大阪府大阪市城東区東中浜６丁目１６－２９

城東えなみ 536-0006 大阪府大阪市城東区野江２丁目４－９

桃谷駅東 544-0033 大阪府大阪市生野区勝山北１丁目２－３

桃谷商店街東 544-0033 大阪府大阪市生野区勝山北２丁目４－３ミモザビル１Ｆ

小路駅東 544-0003 大阪府大阪市生野区小路東２－１６－２

新今里四丁目 544-0001 大阪府大阪市生野区新今里４－１－１０

新今里 544-0001 大阪府大阪市生野区新今里４－９－２５

新今里三丁目 544-0001 大阪府大阪市生野区新今里三丁目１４番１号

生野巽西 544-0012 大阪府大阪市生野区巽西２丁目１２－１９

生野巽中一丁目 544-0013 大阪府大阪市生野区巽中１丁目２２番２５号

巽中三丁目 544-0013 大阪府大阪市生野区巽中三丁目１５－３

北巽駅西 544-0004 大阪府大阪市生野区巽北３－１４－１９

生野鶴橋一丁目 544-0031 大阪府大阪市生野区鶴橋一丁目９番３２号

田島五丁目 544-0011 大阪府大阪市生野区田島５丁目４－２９



桃谷公園前 544-0034 大阪府大阪市生野区桃谷２－１３－２３

本町駅西 550-0011 大阪府大阪市西区阿波座１丁目７－１２

京町堀 550-0003 大阪府大阪市西区京町堀１－４－１６センチュリービル１Ｆ

京町堀三丁目 550-0003 大阪府大阪市西区京町堀３丁目８－１３フドウ京町堀ハイツ

九条 550-0027 大阪府大阪市西区九条１－１３－１２

九条みなと通 550-0027 大阪府大阪市西区九条１丁目１－１Ｋ’ｓコート

九条南二丁目 550-0025 大阪府大阪市西区九条南２丁目３２－１３

九条駅南 550-0025 大阪府大阪市西区九条南３－１－１８

江戸堀一丁目 550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀１丁目１０－２肥後橋ニッタイビル

江戸堀二丁目 550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀２丁目３－３

江戸堀三丁目 550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀３丁目１－３５

新町 550-0013 大阪府大阪市西区新町１－２４－３

新町二丁目 550-0013 大阪府大阪市西区新町２丁目２０－８

新町三丁目 550-0013 大阪府大阪市西区新町３－１１－７

四ツ橋北 550-0013 大阪府大阪市西区新町一丁目３番１２号四ツ橋セントラルビル１Ｆ

信濃橋 550-0004 大阪府大阪市西区靭本町１－１１－７信濃橋三井ビルディング

靱本町 550-0004 大阪府大阪市西区靭本町１－１８－６

西本町 550-0005 大阪府大阪市西区西本町１－５－１０

西本町一丁目 550-0005 大阪府大阪市西区西本町１－８－１４

西本町なにわ筋 550-0005 大阪府大阪市西区西本町１丁目１５－１０

西本町二丁目 550-0005 大阪府大阪市西区西本町２－５－１９

Ｋ２土佐堀一丁目 550-0001 大阪府大阪市西区土佐堀１丁目３－７肥後橋シミズビル

南堀江 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江１－１７－７

南堀江一丁目 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江１－１８－２７

四ツ橋南堀江 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江１丁目１１－６

南堀江三丁目 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江３－１２－１７

南堀江四丁目 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２番１号

四ツ橋駅前 550-0014 大阪府大阪市西区北堀江１－７－６

四ツ橋駅東 550-0014 大阪府大阪市西区北堀江１丁目１－３０四ツ橋グリーンビル

北堀江一丁目 550-0014 大阪府大阪市西区北堀江１丁目２３－１４

四ツ橋北堀江一丁目 550-0014 大阪府大阪市西区北堀江１丁目３－２０

マツエダ北堀江 550-0014 大阪府大阪市西区北堀江２－５－１０

北堀江四丁目 550-0014 大阪府大阪市西区北堀江４－５－２

本田みなと通 550-0022 大阪府大阪市西区本田１－１０－１７

立売堀一丁目 550-0012 大阪府大阪市西区立売堀１丁目６－１３南本町天祥ビル

阿波座駅前 550-0012 大阪府大阪市西区立売堀５丁目１番１１号

四ツ橋本町駅北 550-0004 大阪府大阪市西区靱本町１丁目４－１７

花園町 557-0032 大阪府大阪市西成区旭１－５－１

花園南二丁目 557-0015 大阪府大阪市西成区花園南２－２－３０

新今宮駅前 557-0016 大阪府大阪市西成区花園北１－１－８

西成区役所前 557-0041 大阪府大阪市西成区岸里２－２－２７

岸里東二丁目 557-0042 大阪府大阪市西成区岸里東２丁目６－１

玉出西二丁目 557-0045 大阪府大阪市西成区玉出西２丁目１６番３０号

塚西 557-0043 大阪府大阪市西成区玉出東２丁目１４－１０

山王動物園前 557-0001 大阪府大阪市西成区山王１丁目１７－６

西成松二丁目 557-0034 大阪府大阪市西成区松２－８－２６

西成松 557-0034 大阪府大阪市西成区松３－１－１

聖天下二丁目 557-0012 大阪府大阪市西成区聖天下２－１１－８



山王 557-0002 大阪府大阪市西成区太子１－２－１

太子 557-0002 大阪府大阪市西成区太子１－５－１

天下茶屋 557-0052 大阪府大阪市西成区潮路１－１－３

天下茶屋一丁目 557-0014 大阪府大阪市西成区天下茶屋１－２９－２１

天下茶屋三丁目 557-0014 大阪府大阪市西成区天下茶屋３丁目２８－１６

天下茶屋北一丁目 557-0003 大阪府大阪市西成区天下茶屋北１丁目７－８

南開 557-0023 大阪府大阪市西成区南開１－１－１１

南津守五丁目 557-0063 大阪府大阪市西成区南津守５丁目５－１１

旭二丁目 557-0033 大阪府大阪市西成区梅南２－４－３０

北津守三丁目 557-0061 大阪府大阪市西成区北津守３丁目１－４３

西淀川御幣島 555-0012 大阪府大阪市西淀川区御幣島１－１２－２９

御幣島二丁目北 555-0012 大阪府大阪市西淀川区御幣島２丁目３－１３

阪神出来島駅前 555-0031 大阪府大阪市西淀川区出来島１－１３－７－１０１

出来島二丁目 555-0031 大阪府大阪市西淀川区出来島２－４－２４

千舟三丁目 555-0013 大阪府大阪市西淀川区千舟３－２－６

大和田四丁目 555-0032 大阪府大阪市西淀川区大和田４－２－１４

大和田六丁目 555-0032 大阪府大阪市西淀川区大和田６－３－７

竹島二丁目 555-0011 大阪府大阪市西淀川区竹島２－４－７

日下中島一丁目 555-0041 大阪府大阪市西淀川区中島１－１２－２８

中島東 555-0041 大阪府大阪市西淀川区中島１－１－３４

西淀川佃三丁目 555-0001 大阪府大阪市西淀川区佃３丁目１９－３０

西淀川柏里 555-0022 大阪府大阪市西淀川区柏里２－８－１

稲穂姫島通 555-0033 大阪府大阪市西淀川区姫島３丁目１３－４７

姫島四丁目 555-0033 大阪府大阪市西淀川区姫島４丁目１５－１２

姫里一丁目 555-0025 大阪府大阪市西淀川区姫里１－１７－１６

福町二丁目 555-0034 大阪府大阪市西淀川区福町２－３－１９

野里一丁目 555-0024 大阪府大阪市西淀川区野里１－３１－１４

西淀川野里 555-0024 大阪府大阪市西淀川区野里２－３－９

地下鉄大正駅前 551-0001 大阪府大阪市大正区三軒家西１－１－１

大正駅前 551-0001 大阪府大阪市大正区三軒家西１－２－７

大正駅南 551-0002 大阪府大阪市大正区三軒家東１丁目１７－１８

大正駅北 551-0002 大阪府大阪市大正区三軒家東１丁目２－１０

大正小林西 551-0013 大阪府大阪市大正区小林西１丁目１４番３１号

大正千島一丁目 551-0003 大阪府大阪市大正区千島１丁目２３番８７号

大正千島 551-0003 大阪府大阪市大正区千島２丁目３－３

泉尾一丁目 551-0031 大阪府大阪市大正区泉尾１－４－４

泉尾三丁目 551-0031 大阪府大阪市大正区泉尾３丁目２－１

泉尾七丁目 551-0031 大阪府大阪市大正区泉尾７－１５－３０

大正鶴町 551-0023 大阪府大阪市大正区鶴町４－９－２

南恩加島 551-0021 大阪府大阪市大正区南恩加島２－８－２７

大正北村 551-0032 大阪府大阪市大正区北村１－１８－６

北村二丁目 551-0032 大阪府大阪市大正区北村二丁目２－１４

カツラギ瓦町 541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町２－３－６

久太郎町二丁目 541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町２－３－１５

久太郎町三丁目 541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町３丁目２－１１船場エクセルビル

高麗橋四丁目 541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋４丁目４－６

淀屋橋駅東 541-0042 大阪府大阪市中央区今橋３－１－７

淀屋橋ｏｄｏｎａ 541-0042 大阪府大阪市中央区今橋４丁目１－１Ｂ－Ｂ１０４



上本町西一丁目 542-0062 大阪府大阪市中央区上本町西１－５－１７

心斎橋駅前 542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋１－３－１３

心斎橋清水通 542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋１丁目４－１０

西心斎橋一丁目 542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋１－１０－６

西心斎橋清水町 542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋１丁目４－１８

御堂筋清水町西 542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋１丁目５－２７福太郎心斎橋ビル

西心斎橋二丁目 542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋２丁目３－１８

久左衛門町 542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋２丁目４－９

大昌千日前 542-0074 大阪府大阪市中央区千日前２－８－１

大阪府警察本部 540-0008 大阪府大阪市中央区大手前３－１－１１

地下鉄天満橋駅前 540-0012 大阪府大阪市中央区谷町１丁目４－２大阪オルガンビル１Ｆ

谷町七丁目 542-0012 大阪府大阪市中央区谷町７－３

谷町千日前通 542-0012 大阪府大阪市中央区谷町９－４－５新谷九ビル１階

谷九駅前 542-0012 大阪府大阪市中央区谷町９丁目３－７

谷町四丁目 540-0012 大阪府大阪市中央区谷町四丁目１１－１

淡路町三丁目 541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町３丁目５－１３

天満橋 540-0032 大阪府大阪市中央区天満橋京町２－２１

長堀橋駅南 542-0082 大阪府大阪市中央区島之内１－２１－２２

島之内二丁目 542-0082 大阪府大阪市中央区島之内２－４－１９

島之内周防町 542-0082 大阪府大阪市中央区島之内２丁目１－１１

心斎橋 542-0083 大阪府大阪市中央区東心斎橋１－１８－７

鰻谷 542-0083 大阪府大阪市中央区東心斎橋１丁目１９－１５ウナギダニＢＬＯＣＫ

内久宝寺町三丁目 540-0013 大阪府大阪市中央区内久宝寺町３丁目４番４号

内久宝寺町四丁目 540-0013 大阪府大阪市中央区内久宝寺町四丁目３－４

内平野町 540-0037 大阪府大阪市中央区内平野町一丁目２番２号

内本町 540-0026 大阪府大阪市中央区内本町１－３－５

南船場三丁目 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場３丁目３－１０エーゼービル

南船場四丁目 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場４丁目７－２３南船場第二東洋ビル

カツラギ南本町 541-0054 大阪府大阪市中央区南本町３丁目４－

難波一丁目 542-0076 大阪府大阪市中央区難波１丁目７－１０

千日前通なんば 542-0076 大阪府大阪市中央区難波３－４－１６ＥＣＳ第３２ビル

難波千日前通 542-0076 大阪府大阪市中央区難波３丁目５－１７北極星ビル

難波三丁目 542-0076 大阪府大阪市中央区難波３丁目６－７

難波四丁目 542-0076 大阪府大阪市中央区難波４丁目７－１４難波フロントビル

ナンバプラザホテル 542-0075 大阪府大阪市中央区難波千日前１－２０

日本橋一丁目 542-0073 大阪府大阪市中央区日本橋１－５－１０ＪＯＬＬＹビル１Ｆ

黒門市場前 542-0073 大阪府大阪市中央区日本橋２－３－８

日本橋二丁目 542-0073 大阪府大阪市中央区日本橋二丁目１８番１２号

博労町一丁目 541-0059 大阪府大阪市中央区博労町１－９－４

博労町三丁目 541-0059 大阪府大阪市中央区博労町３－３－１

伏見町二丁目 541-0044 大阪府大阪市中央区伏見町２－４－２

北久宝寺町一丁目 541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町１丁目４－２

北浜一丁目 541-0041 大阪府大阪市中央区北浜１－３－６

住友ビル 541-0041 大阪府大阪市中央区北浜４－５－３３住友ビル地下１階

エル本町 541-0053 大阪府大阪市中央区本町４丁目７－４

本町橋 540-0029 大阪府大阪市中央区本町橋１－５本町橋タワー１Ｆ

内本町西 540-0029 大阪府大阪市中央区本町橋２－２８

鶴見安田二丁目 538-0032 大阪府大阪市鶴見区安田二丁目４番１４号



鶴見横堤三丁目 538-0052 大阪府大阪市鶴見区横堤３丁目１０番３４号

横堤四丁目 538-0052 大阪府大阪市鶴見区横堤４－２０－５

鶴見横堤一丁目 538-0052 大阪府大阪市鶴見区横堤一丁目１２番１０号

今津中三丁目 538-0042 大阪府大阪市鶴見区今津中３－７－１

鶴見今津北 538-0041 大阪府大阪市鶴見区今津北三丁目６番１８号

鶴見諸口一丁目 538-0051 大阪府大阪市鶴見区諸口１丁目１番８号

鶴見二丁目 538-0053 大阪府大阪市鶴見区鶴見２－１０－１

鶴見五丁目 538-0053 大阪府大阪市鶴見区鶴見５－７－１２

鶴見緑地東 538-0035 大阪府大阪市鶴見区浜５丁目南１番１８号

放出東 538-0044 大阪府大阪市鶴見区放出東１－１７－２

桃谷駅西 543-0042 大阪府大阪市天王寺区烏ケ辻２丁目３番２号

上本町六丁目 543-0001 大阪府大阪市天王寺区上本町６－６－２３

天王寺生玉町 543-0071 大阪府大阪市天王寺区生玉町３番５号

天王寺駅北口 543-0055 大阪府大阪市天王寺区悲田院町４－１０

ＪＲ天王寺駅北口 543-0055 大阪府大阪市天王寺区悲田院町８－２２ニッセイ天王寺ビル

大阪赤十字病院 543-0027 大阪府大阪市天王寺区筆ヶ崎町５－３０

北河堀 543-0053 大阪府大阪市天王寺区北河堀町２－１６

天王寺公園前 543-0056 大阪府大阪市天王寺区堀越町１４－１１

ＪＲ天王寺駅前 543-0056 大阪府大阪市天王寺区堀越町１６－９毎日シルバ－ビルディング１Ｆ

天王寺堀越町 543-0056 大阪府大阪市天王寺区堀越町８－１８

鶴橋駅前 543-0023 大阪府大阪市天王寺区味原町１３－８

四天王寺夕陽ヶ丘 543-0074 大阪府大阪市天王寺区六万体町５番１３号

高倉町二丁目 534-0011 大阪府大阪市都島区高倉町２－５－１

都島善源寺町 534-0015 大阪府大阪市都島区善源寺町２丁目２セントプレイス大阪

善源寺町二丁目 534-0015 大阪府大阪市都島区善源寺町２丁目３番１９号

大東町二丁目 534-0002 大阪府大阪市都島区大東町２－６－１７

木村都島 534-0027 大阪府大阪市都島区中野町４－１０－１７

京橋 534-0023 大阪府大阪市都島区都島南通り２－１４－１７杉本ビル１Ｆ

都島北通 534-0014 大阪府大阪市都島区都島北通１－４－２１－１０１

都島北通一丁目 534-0014 大阪府大阪市都島区都島北通１丁目１３－３２

大阪市立総合医療センター 534-0021 大阪府大阪市都島区都島本通２－１３－２２５Ｆ

都島本通三丁目 534-0021 大阪府大阪市都島区都島本通３－１４－１５

京橋片町口 534-0024 大阪府大阪市都島区東野田２－２－１０

京橋駅西 534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町１丁目５番２９号

京阪京橋 534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町１丁目６－１

東野田四丁目 534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町４丁目１３－９

京橋東 534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町５丁目２－２９

都島内代町 534-0013 大阪府大阪市都島区内代町１丁目１－３４

内代町二丁目 534-0013 大阪府大阪市都島区内代町２ー２－４

片町二丁目 534-0025 大阪府大阪市都島区片町２丁目４－６ウエムロプラザ

都島駅前 534-0021 大阪府大阪市都島区本通２－１６－８

毛馬町一丁目 534-0001 大阪府大阪市都島区毛馬町１丁目１１－１５

駒川三丁目 546-0043 大阪府大阪市東住吉区駒川３丁目２７番２５号

駒川中野 546-0043 大阪府大阪市東住吉区駒川４－１－８

桑津五丁目 546-0041 大阪府大阪市東住吉区桑津５丁目１－２

東住吉杭全 546-0002 大阪府大阪市東住吉区杭全二丁目１０番６号

今川三丁目 546-0003 大阪府大阪市東住吉区今川３丁目７－１７

針中野二丁目 546-0011 大阪府大阪市東住吉区針中野２－１１－５



東田辺三丁目 546-0032 大阪府大阪市東住吉区東田辺３丁目２７－２３

東住吉南田辺 546-0033 大阪府大阪市東住吉区南田辺１丁目８番２３号

矢田一丁目 546-0023 大阪府大阪市東住吉区矢田１－２－１６

東住吉矢田 546-0023 大阪府大阪市東住吉区矢田一丁目９番１７号

深江橋 537-0001 大阪府大阪市東成区深江北２－１－１８

深江北一丁目 537-0001 大阪府大阪市東成区深江北一丁目８－７

大今里一丁目 537-0012 大阪府大阪市東成区大今里１－２２－１５

大今里西一丁目 537-0014 大阪府大阪市東成区大今里西一丁目２番９号

今里駅前 537-0013 大阪府大阪市東成区大今里南１－５－１

大今里 537-0013 大阪府大阪市東成区大今里南２－１０－２

新深江駅前 537-0013 大阪府大阪市東成区大今里南５－３－２０

東今里一丁目 537-0011 大阪府大阪市東成区東今里１－５－２５

緑橋中央大通 537-0011 大阪府大阪市東成区東今里２－２－２８

鶴橋駅北 537-0024 大阪府大阪市東成区東小橋３－１－１９

鶴橋 537-0024 大阪府大阪市東成区東小橋３－１６－１

東小橋三丁目 537-0024 大阪府大阪市東成区東小橋３－１９－６

井高野一丁目 533-0001 大阪府大阪市東淀川区井高野１－１－３８

小浦下新庄駅前 533-0021 大阪府大阪市東淀川区下新庄４－１０－１０

小松変電所前 533-0004 大阪府大阪市東淀川区小松２－１６－４０

瑞光一丁目 533-0005 大阪府大阪市東淀川区瑞光１－３－１５

東淀川瑞光 533-0005 大阪府大阪市東淀川区瑞光２－９－２７

菅原二丁目 533-0022 大阪府大阪市東淀川区菅原２－６－１３

菅原七丁目 533-0022 大阪府大阪市東淀川区菅原７－５－４１

菅原北公園前 533-0022 大阪府大阪市東淀川区菅原七丁目１４番１３号

アムト相川駅前 533-0007 大阪府大阪市東淀川区相川２－２０－１０

東淀川大桐一丁目 533-0011 大阪府大阪市東淀川区大桐１ー１ー２４

淡路四丁目 533-0032 大阪府大阪市東淀川区淡路４ー１３－７

東淡路 533-0023 大阪府大阪市東淀川区東淡路４－３３－２０

スバルＪＲ新大阪駅前 533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島１－２０－１４

新大阪駅東口 533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島１－２１－１８

東中島一丁目 533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島１－６－１４

豊新三丁目 533-0014 大阪府大阪市東淀川区豊新３－２６－１６

豊新四丁目 533-0014 大阪府大阪市東淀川区豊新４－１７－３６

豊里 533-0013 大阪府大阪市東淀川区豊里２－２５－８

豊里七丁目 533-0013 大阪府大阪市東淀川区豊里７－３１－２４

福島海老江 553-0001 大阪府大阪市福島区海老江１－１２－６

海老江一丁目 553-0001 大阪府大阪市福島区海老江１－５－３５

海老江三丁目 553-0001 大阪府大阪市福島区海老江３丁目２４番３９号

阪神野田 553-0001 大阪府大阪市福島区海老江５－２－７

鷺洲五丁目 553-0002 大阪府大阪市福島区鷺洲５－３－１６

西野田 553-0007 大阪府大阪市福島区大開１－６－１

大開三丁目 553-0007 大阪府大阪市福島区大開３－１１－３

大開四丁目 553-0007 大阪府大阪市福島区大開４－１－１５２

福島北港通 553-0007 大阪府大阪市福島区大開４－２－３

福島二丁目 553-0003 大阪府大阪市福島区福島２丁目２－２４

ＪＣＨＯ大阪病院 553-0003 大阪府大阪市福島区福島４－２－７８

ラグザ大阪 553-0003 大阪府大阪市福島区福島５－６－１６ラグザ大阪

福島駅南 553-0003 大阪府大阪市福島区福島５丁目１２－２３



福島駅前 553-0003 大阪府大阪市福島区福島７－１１－５１

福島駅北 553-0003 大阪府大阪市福島区福島７丁目１２－１１

野田駅前 553-0004 大阪府大阪市福島区野田３－１２－２１西川産業第一ビル

瓜破東二丁目 547-0022 大阪府大阪市平野区瓜破東２－１－２

加美駅南 547-0004 大阪府大阪市平野区加美鞍作１丁目４番１号

加美正覚寺 547-0006 大阪府大阪市平野区加美正覚寺１丁目７－７

加美東 547-0002 大阪府大阪市平野区加美東３丁目１７－２１

加美駅前 547-0002 大阪府大阪市平野区加美東４－９－２６

加美東四丁目 547-0002 大阪府大阪市平野区加美東４丁目１番２６号

加美北三丁目 547-0001 大阪府大阪市平野区加美北３－１－３

加美北 547-0001 大阪府大阪市平野区加美北五丁目１０－４８

喜連二丁目 547-0027 大阪府大阪市平野区喜連２－７－２７

喜連七丁目 547-0027 大阪府大阪市平野区喜連７丁目９－２５

喜連東四丁目 547-0021 大阪府大阪市平野区喜連東４－４－１３

平野長吉出戸 547-0011 大阪府大阪市平野区長吉出戸八丁目３番４５号

背戸口一丁目 547-0034 大阪府大阪市平野区背戸口１－９－３０

平野区役所東 547-0034 大阪府大阪市平野区背戸口５丁目６－２９ビル１階

背戸口五丁目 547-0034 大阪府大阪市平野区背戸口五丁目７－２２

平野 547-0042 大阪府大阪市平野区平野市町３‐７‐２１

平野西一丁目 547-0033 大阪府大阪市平野区平野西一丁目５番３１号

平野南一丁目 547-0031 大阪府大阪市平野区平野南一丁目５ー３１

梅田角田町 530-0017 大阪府大阪市北区角田町６－３

ＪＲ天満駅前 530-0034 大阪府大阪市北区錦町３－１２

天満駅前 530-0024 大阪府大阪市北区山崎町１－１

北梅田 530-0012 大阪府大阪市北区芝田２－３－２３

芝田北 530-0012 大阪府大阪市北区芝田２－９－１７

芝田二丁目 530-0012 大阪府大阪市北区芝田２丁目７－１８オーエックス梅田ビル

阪急東通 530-0018 大阪府大阪市北区小松原町４－５

中崎南 530-0026 大阪府大阪市北区神山町９－２４

西天満四丁目 530-0047 大阪府大阪市北区西天満４丁目２－１９

西天満 530-0047 大阪府大阪市北区西天満５－１２－１０

西天満東 530-0047 大阪府大阪市北区西天満５丁目８－８ＶＥＧＡ６高橋ビル別館

西天満六丁目 530-0047 大阪府大阪市北区西天満６丁目１－１５

北野病院 530-0025 大阪府大阪市北区扇町２－４－２０北野病院地下１階

曽根崎南 530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎１－４－３

曽根崎一丁目 530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎１－６－１５

東梅田駅前 530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎２－１２－４

曽根崎二丁目 530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎２－３－２

お初天神通り 530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎２丁目７－２

小浦曽根崎新地 530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地１－１０－１６

小浦北新地 530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地１－４－２１

曽根崎新地一丁目 530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地１丁目３－１６

桜橋 530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地２－３－１３

堂島北 530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地２丁目４－１ホテルビスタプレミオ堂島

うめきたセラー 530-0011 大阪府大阪市北区大深町４－１うめきた広場Ｂ１Ｆ

新梅田 531-0076 大阪府大阪市北区大淀中１－４－１６

大淀南 531-0075 大阪府大阪市北区大淀南２－８－９

大淀北一丁目 531-0077 大阪府大阪市北区大淀北１－６－２３



天満市場 530-0033 大阪府大阪市北区池田町１６－６

梅田ＯＰＡ 530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町１－２７ＡＢＣ－ＭＡＲＴ梅田ビルＢ２階

Ｋ２茶屋町西 530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町１３番６号

茶屋町北 530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町１５－３０

Ｋ２梅田茶屋町 530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町６－２３

中崎西二丁目 530-0015 大阪府大阪市北区中崎西２－１－９

Ｋ２梅田東 530-0015 大阪府大阪市北区中崎西２丁目４－４０

中津三丁目 531-0071 大阪府大阪市北区中津３－７－４５

阪急中津駅前 531-0071 大阪府大阪市北区中津３丁目５番１号

新梅田スカイビル前 531-0071 大阪府大阪市北区中津５－１－１

大阪市役所 530-0005 大阪府大阪市北区中之島１丁目３－２０大阪市役所本庁舎地下２階

中之島三井ビルディング 530-0005 大阪府大阪市北区中之島３丁目３番３号

中之島五丁目 530-0005 大阪府大阪市北区中之島５丁目３－９２ルイシャトレ中之島

長柄 531-0061 大阪府大阪市北区長柄西２－８－１

南森町駅南 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋２丁目３番１０号サンハイム南森町１Ｆ

天神橋四丁目 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋４丁目６－３６

天神橋筋商店街 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋６－４－１３

天神橋六丁目 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋６丁目３－２４

天満二丁目 530-0043 大阪府大阪市北区天満２－１－３１

東天満 530-0044 大阪府大阪市北区東天満２丁目９－１若杉センタービル本館

同心町 530-0035 大阪府大阪市北区同心２－１４－２２

堂山町 530-0027 大阪府大阪市北区堂山町１７－８

堂島北新地 530-0003 大阪府大阪市北区堂島１－３－１４

堂島一丁目 530-0003 大阪府大阪市北区堂島１丁目４番２号

近鉄堂島ビル 530-0003 大阪府大阪市北区堂島２丁目２－２

新ダイビル 530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜１丁目２－１

堂島浜一丁目 530-0003 大阪府大阪市北区堂島浜１丁目４番１９号

堂島浜 530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜２－２－２８堂島アクシスビル１Ｆ

南森町駅前 530-0054 大阪府大阪市北区南森町２－３－３５

小浦大阪駅前第二ビル 530-0001 大阪府大阪市北区梅田１－２－２－１００大阪駅前第２ビル

大阪駅前第四ビル 530-0001 大阪府大阪市北区梅田１丁目１１番４号

大阪マルビル 530-0001 大阪府大阪市北区梅田１丁目９－２０

ディアモール大阪 530-0001 大阪府大阪市北区梅田１丁目大阪駅前ダイヤモンド地下街５号５２８０

西梅田 530-0001 大阪府大阪市北区梅田２丁目１－１８

ルクアイーレ 530-0001 大阪府大阪市北区梅田３丁目１－３ノースゲートビルディング１階

豊崎二丁目 531-0072 大阪府大阪市北区豊崎２－１０－１７

豊崎三丁目 531-0072 大阪府大阪市北区豊崎３－１７－２３

梅田中津 531-0072 大阪府大阪市北区豊崎３－２０－９三栄ビル

中津駅東 531-0072 大阪府大阪市北区豊崎３丁目１７－９旭ビル

本庄西二丁目 531-0073 大阪府大阪市北区本庄西２丁目２２番１２号

天六本庄東 531-0074 大阪府大阪市北区本庄東１－１０－１６

天六駅前 531-0074 大阪府大阪市北区本庄東１－１－１

天六北 531-0074 大阪府大阪市北区本庄東１－８－１７

野崎町 530-0055 大阪府大阪市北区野崎町６－７大阪北野ビル

与力町 530-0036 大阪府大阪市北区与力町７－９

淀川加島 532-0031 大阪府大阪市淀川区加島１丁目５０番２０号

加島三丁目 532-0031 大阪府大阪市淀川区加島３－１３－２７

加島駅東口 532-0031 大阪府大阪市淀川区加島３丁目中１－３



淀川宮原 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原１－１９－８

大阪回生病院前 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原１－７－７

東淀川駅前 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原２－２－１３

新大阪駅北口 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原３－５－３６新大阪トラストタワー

三国本町二丁目 532-0005 大阪府大阪市淀川区三国本町２－１３－２２

三津屋中 532-0036 大阪府大阪市淀川区三津屋中２－１４－６

三津屋中三丁目 532-0036 大阪府大阪市淀川区三津屋中３－７－２０

神崎川駅西 532-0032 大阪府大阪市淀川区三津屋北１－３５－１２

淀川区役所前 532-0023 大阪府大阪市淀川区十三東２－３－１６

十三東 532-0023 大阪府大阪市淀川区十三東２－８－２ＵＲビル

十三本町 532-0024 大阪府大阪市淀川区十三本町１－９－２１

十三本町二丁目 532-0024 大阪府大阪市淀川区十三本町２－６－２

新高一丁目 532-0033 大阪府大阪市淀川区新高１－８－４０

淀川新高二丁目 532-0033 大阪府大阪市淀川区新高２丁目２－１０

新高小学校前 532-0033 大阪府大阪市淀川区新高４－４－１２

神崎川駅東 532-0033 大阪府大阪市淀川区新高６丁目１４－１４

阪急三国駅西 532-0033 大阪府大阪市淀川区新高三丁目５番１２号

淀川図書館前 532-0025 大阪府大阪市淀川区新北野１－１２－１４

新北野一丁目 532-0025 大阪府大阪市淀川区新北野１－８－１９

新北野三丁目 532-0025 大阪府大阪市淀川区新北野３－６－１４

西宮原二丁目 532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原２－７－２９

西三国四丁目 532-0006 大阪府大阪市淀川区西三国４－７－２

西中島南方 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島２丁目１４－８

阪急南方駅前 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島３－１５－１１

地下鉄南方駅前 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島４－２－２１ミツフ新御堂筋ビル

西中島四丁目 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島４－５－１

プライムタワー西中島 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島６－１－１

西中島七丁目 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島７丁目５－２０

十三塚本 532-0026 大阪府大阪市淀川区塚本２－１３－１８

塚本二丁目 532-0026 大阪府大阪市淀川区塚本２－２３－６

淀川田川 532-0027 大阪府大阪市淀川区田川二丁目８番４号

東淀川駅北 532-0002 大阪府大阪市淀川区東三国１丁目２－１４

東三国三丁目 532-0002 大阪府大阪市淀川区東三国３－１０－１７

東三国六丁目 532-0002 大阪府大阪市淀川区東三国６－１１－８

木川西 532-0013 大阪府大阪市淀川区木川西４－２－７

野中北 532-0034 大阪府大阪市淀川区野中北２－５－３３

浪速塩草 556-0024 大阪府大阪市浪速区塩草３－７－１０

新今宮駅北 556-0003 大阪府大阪市浪速区恵美須西３－２－２２

マルハン新世界 556-0002 大阪府大阪市浪速区恵美須東三丁目４番３６号マルハン新世界ビル１階

元町二丁目 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町２－１－３

浪速元町三丁目 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町３丁目１０番２３号

小浦桜川一丁目 556-0022 大阪府大阪市浪速区桜川１丁目４番３

桜川二丁目 556-0022 大阪府大阪市浪速区桜川２－１１－１７

戎本町 556-0013 大阪府大阪市浪速区戎本町１－６－２３

大国町 556-0013 大阪府大阪市浪速区戎本町１丁目７－１９

難波中一丁目 556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中１－１５－２１

難波中 556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中１－１８－１６

四つ橋なんば駅前 556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中１－３－１０



四つ橋なんば駅南 556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中１丁目１０－１０ＡＵＳビル

難波中二丁目 556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中２丁目５－８

難波中三丁目 556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中３－１７－１５

府立体育館前 556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中３－４－１

難波中南 556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中３丁目９－５

日本橋四丁目 556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋４丁目１０－８

ＭＹＳ大国町駅前 556-0012 大阪府大阪市浪速区敷津東２－５－１６

浪速敷津東 556-0012 大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目８番１９号

ＯＣＡＴモール 556-0017 大阪府大阪市浪速区湊町１丁目４－１

四条畷駅前 574-0001 大阪府大東市学園町３番４号

大東野崎 574-0011 大阪府大東市北条１丁目６－１０

中村野崎駅前 574-0015 大阪府大東市野崎１－１－１０

大阪空港綜合ビル 563-0034 大阪府池田市空港２－２－５大阪綜合ビル１階

池田住吉一丁目 563-0033 大阪府池田市住吉１－３－８

池田神田 563-0043 大阪府池田市神田１－２３－９

石橋駅東 563-0032 大阪府池田市石橋２ー２－１４

池田荘園東 563-0038 大阪府池田市荘園１丁目１２番２８号

池田中川原町 563-0013 大阪府池田市中川原町１５７－１

池田豊島南 563-0035 大阪府池田市豊島南２丁目９－１２

池田駅南 563-0041 大阪府池田市満寿美町１－８－１０１

池田木部町 563-0014 大阪府池田市木部町４４７ー１

東大阪旭町 579-8048 大阪府東大阪市旭町２２－１７

東大阪瓜生堂 578-0946 大阪府東大阪市瓜生堂一丁目１４番２２号

東大阪横枕西 578-0956 大阪府東大阪市横枕西１１番３８号

東大阪加納 578-0901 大阪府東大阪市加納６丁目６番８号

東花園駅前 578-0924 大阪府東大阪市吉田６－２－５５

東大阪吉田下島 578-0983 大阪府東大阪市吉田下島４番２３号

吉田駅南 578-0982 大阪府東大阪市吉田本町３丁目５－１７

東大阪玉串町西 578-0934 大阪府東大阪市玉串町西３丁目３番３０号

大阪商大西 577-0036 大阪府東大阪市御厨栄町１－４－４

東大阪御厨栄町 577-0036 大阪府東大阪市御厨栄町２丁目５番１７号

荒本北 577-0011 大阪府東大阪市荒本北１４７

東大阪今米一丁目 578-0903 大阪府東大阪市今米一丁目１６番１一丁目１６番１５号

東大阪三島 578-0966 大阪府東大阪市三島１－１２－１６

東大阪若江南町 578-0943 大阪府東大阪市若江南町１丁目１－４８

小阪駅前 577-0801 大阪府東大阪市小阪１－１－１２

近鉄河内小阪駅南口 577-0802 大阪府東大阪市小阪本町１丁目４－１

東大阪新庄南 578-0958 大阪府東大阪市新庄南７－１３

東大阪森河内西 577-0061 大阪府東大阪市森河内西一丁目６番１８号

西石切町一丁目 579-8013 大阪府東大阪市西石切町１－４－３９

きしざわ新石切北 579-8013 大阪府東大阪市西石切町１丁目８－１８

東大阪西堤学園町 577-0044 大阪府東大阪市西堤学園町２丁目２番１１号

東大阪西堤 577-0048 大阪府東大阪市西堤西２－３６

西堤本通西 577-0046 大阪府東大阪市西堤本通西３丁目３－１６

東大阪川俣 577-0063 大阪府東大阪市川俣１丁目１５－４２

布施広小路 577-0841 大阪府東大阪市足代２丁目３－１

布施足代北 577-0058 大阪府東大阪市足代北２－１－２８

東大阪鷹殿町 579-8036 大阪府東大阪市鷹殿町２３－４１



中新開二丁目 578-0911 大阪府東大阪市中新開２－１１－７

中石切町五丁目 579-8014 大阪府東大阪市中石切町５丁目５番１３号

東大阪中石切 579-8014 大阪府東大阪市中石切町二丁目１９６８番１

布施駅北 577-0056 大阪府東大阪市長堂１丁目２番１６号

近鉄布施駅前 577-0056 大阪府東大阪市長堂一丁目１番１７号

東鴻池 578-0973 大阪府東大阪市東鴻池町１丁目２－４５

東石切公園前 579-8011 大阪府東大阪市東石切町３丁目９－１７

石切駅前 579-8011 大阪府東大阪市東石切町４丁目１４－３８

東大阪南荘町 579-8024 大阪府東大阪市南荘町３－２０

東大阪箱殿町 579-8038 大阪府東大阪市箱殿町１－７

近鉄長瀬駅前 577-0807 大阪府東大阪市菱屋西一丁目１９－２５号

菱江三丁目 578-0984 大阪府東大阪市菱江三丁目４番２７号

東大阪布市 579-8004 大阪府東大阪市布市町三丁目５番６４号

本庄西一丁目 578-0965 大阪府東大阪市本庄西１丁目１番１号

東大阪機械卸業団地 578-0965 大阪府東大阪市本庄西３丁目１－１

ひょうたん山北 579-8045 大阪府東大阪市本町６－１７

東大阪六万寺町 579-8061 大阪府東大阪市六万寺町二丁目４番２号

太子町山田 583-0992 大阪府南河内郡太子町山田２８８－１

法善寺駅東 582-0005 大阪府柏原市法善寺４－９－１１

八尾旭ヶ丘 581-0833 大阪府八尾市旭ヶ丘一丁目１１３番地

八尾安中町六丁目 581-0085 大阪府八尾市安中町六丁目１１番３６号

萱振町七丁目 581-0834 大阪府八尾市萱振町７－５７－３

八尾郡川 581-0872 大阪府八尾市郡川二丁目６０

八尾高安町 581-0875 大阪府八尾市高安町南七丁目３番

八尾山城町 581-0801 大阪府八尾市山城町二丁目３番２１号

八尾春日町 581-0061 大阪府八尾市春日町１丁目８番２８号

八尾小畑町 581-0835 大阪府八尾市小畑町四丁目１０６番地１

八尾跡部 581-0068 大阪府八尾市跡部北の町１丁目３番２６

八尾跡部北の町 581-0068 大阪府八尾市跡部北の町２丁目３番２５号

八尾水越 581-0854 大阪府八尾市大竹一丁目１３６番

八尾天王寺屋 581-0025 大阪府八尾市天王寺屋７丁目１７番

東太子一丁目 581-0062 大阪府八尾市東太子１－３－５

ＪＲ久宝寺駅北 581-0076 大阪府八尾市南久宝寺３丁目３８番地

八尾南小阪合町 581-0019 大阪府八尾市南小阪合町二丁目１番８号

八尾南本町一丁目 581-0081 大阪府八尾市南本町１丁目１番４号

八尾南本町 581-0081 大阪府八尾市南本町７－４－５

八尾木北二丁目 581-0016 大阪府八尾市八尾木北二丁目１６６番２

北久宝寺一丁目 581-0071 大阪府八尾市北久宝寺１丁目４番１２号

ＪＲ久宝寺駅前 581-0069 大阪府八尾市龍華町２丁目１番１坂本ビル３階

富田林南甲田 584-0036 大阪府富田林市甲田１－１１－２８

富田林中野町東 584-0022 大阪府富田林市中野町東１丁目２番１６号

豊中岡町北 561-0884 大阪府豊中市岡町北２－１８－２８

豊中駅西口 560-0026 大阪府豊中市玉井町１－１０－４

豊中旭丘 560-0014 大阪府豊中市熊野町１－１－１２

豊中原田南 561-0805 大阪府豊中市原田南１丁目７－２２

緑地公園駅西 561-0872 大阪府豊中市寺内２丁目８－２０

豊中若竹町 561-0811 大阪府豊中市若竹町２－１８－１６

豊中春日町 560-0052 大阪府豊中市春日町４－４－１３



豊中小曽根 561-0813 大阪府豊中市小曽根４－３－１

豊中少路 560-0004 大阪府豊中市少路２丁目３－２０

庄内栄町 561-0834 大阪府豊中市庄内栄町１－３－３

庄内駅前 561-0832 大阪府豊中市庄内西町２－２２－８

庄内駅東 561-0831 大阪府豊中市庄内東町２－１－３

庄内東町四丁目 561-0831 大阪府豊中市庄内東町４丁目２－２５

庄内宝町二丁目 561-0836 大阪府豊中市庄内宝町２－６－３９

庄内宝町三丁目 561-0836 大阪府豊中市庄内宝町３－１０－７

豊中上新田 560-0085 大阪府豊中市上新田２－２４－４７

鷹ケ巣上新田 560-0085 大阪府豊中市上新田４－７－１０

豊中上新田四丁目 560-0085 大阪府豊中市上新田４丁目１８－４

名神豊中インター 561-0843 大阪府豊中市上津島１丁目５番１７号

豊中上津島 561-0843 大阪府豊中市上津島３－１０－８

上津島二丁目 561-0843 大阪府豊中市上津島二丁目５番２１号

豊中上野西 560-0011 大阪府豊中市上野西２－４－２０

豊中城山町 561-0803 大阪府豊中市城山町２丁目７番３０号

千里中央北 560-0082 大阪府豊中市新千里東町１－３－２４０

豊中西緑丘 560-0005 大阪府豊中市西緑丘３－１０－４３エストグランデ西緑丘１Ｆ

豊中千成 561-0829 大阪府豊中市千成町２－８－１６

曽根西町 561-0801 大阪府豊中市曽根西町３丁目６－１

曽根東町 561-0802 大阪府豊中市曽根東町１丁目２番７号

曽根南町 561-0804 大阪府豊中市曽根南町１－１５－５

柴原阪大前 560-0043 大阪府豊中市待兼山町１－２６

豊中大黒町 561-0827 大阪府豊中市大黒町１－１－１

豊中中桜塚 561-0881 大阪府豊中市中桜塚３－３－６

豊中長興寺 561-0874 大阪府豊中市長興寺南１－３－８

豊中長興寺北 561-0875 大阪府豊中市長興寺北３丁目１番１号

豊中島江町 561-0826 大阪府豊中市島江町１－２－１８

緑地公園駅東店 561-0871 大阪府豊中市東寺内町１２－３９

豊中東泉丘 561-0861 大阪府豊中市東泉丘１丁目７番地１号

豊中浜 561-0817 大阪府豊中市浜１－２９－３

服部駅前 561-0851 大阪府豊中市服部元町１－１０－２５－１０１

豊中北条町 561-0812 大阪府豊中市北条町１－２１－９

豊中本町一丁目 560-0021 大阪府豊中市本町１－８－１０

豊中本町 560-0021 大阪府豊中市本町３－１－４７

豊中本町五丁目 560-0021 大阪府豊中市本町５－１３－３８

豊中夕日丘 561-0864 大阪府豊中市夕日丘３－６－３０

豊中緑丘 560-0002 大阪府豊中市緑丘五丁目９番６号

能勢町下田 563-0354 大阪府豊能郡能勢町下田１２３－１

能勢町栗栖 563-0351 大阪府豊能郡能勢町栗栖５６－５

豊能町余野 563-0219 大阪府豊能郡豊能町余野２１６

枚方田口山 573-0001 大阪府枚方市田口山１丁目３３番８号

箕面粟生外院一丁目 562-0025 大阪府箕面市粟生外院１丁目１５－４

箕面稲 562-0015 大阪府箕面市稲２－２－３７

彩都粟生南 562-0028 大阪府箕面市彩都粟生南２－１２－１

牧落駅前 562-0041 大阪府箕面市桜４－１－２４アーバンハイツ桜

箕面小野原西 562-0032 大阪府箕面市小野原西６－１－７

箕面小野原東 562-0031 大阪府箕面市小野原東５－８－１２



箕面新稲 562-0005 大阪府箕面市新稲５－１－２８

箕面瀬川二丁目 562-0045 大阪府箕面市瀬川２－３－５０

箕面西宿 562-0034 大阪府箕面市西宿１－６－７

箕面船場 562-0036 大阪府箕面市船場西３－１－４１

箕面萱野 562-0036 大阪府箕面市船場西一丁目４番４号

箕面繊維団地 562-0035 大阪府箕面市船場東３ー６ー５４

箕面如意谷 562-0011 大阪府箕面市如意谷１－８－５４

箕面白島 562-0012 大阪府箕面市白島２－２９－１９

箕面半町 562-0044 大阪府箕面市半町４丁目１－３１

箕面牧落三丁目 562-0004 大阪府箕面市牧落３丁目２０－３７

門真栄町 571-0047 大阪府門真市栄町２０－１０

下馬伏町 571-0009 大阪府門真市下馬伏町２９－７

古川橋駅前 571-0065 大阪府門真市垣内町１－１１古川橋北ペアビル東館

門真江端東 571-0002 大阪府門真市岸和田４－１－２

門真宮前町 571-0074 大阪府門真市宮前町１８番２号

門真元町 571-0057 大阪府門真市元町１－６

門真元町中 571-0057 大阪府門真市元町９－２３

門真古川町 571-0031 大阪府門真市古川町１－２

門真三ツ島三丁目 571-0015 大阪府門真市三ツ島３丁目９番１３号

門真三ツ島 571-0015 大阪府門真市三ツ島５丁目９－２

門真三ツ島六丁目 571-0015 大阪府門真市三ツ島６丁目３番２号

門真大橋 571-0036 大阪府門真市三番１１８２番地の１

門真上馬伏 571-0017 大阪府門真市四宮１－３－８

四宮小学校前 571-0017 大阪府門真市四宮３－１０－２０

門真下馬伏 571-0017 大阪府門真市四宮４－２－２５

門真舟田町 571-0021 大阪府門真市舟田町２７－２０

門真上島町 571-0071 大阪府門真市上島町１７－２１

門真上野口町 571-0070 大阪府門真市上野口町５８－１２

大和田駅前 571-0063 大阪府門真市常称寺町１９－１８

門真深田町 571-0042 大阪府門真市深田町２４－７

門真桑才 571-0035 大阪府門真市大字桑才１１２－１

門真大倉町 571-0068 大阪府門真市大倉町８－２６

門真大池町 571-0076 大阪府門真市大池町２－３４

門真浜町 571-0054 大阪府門真市浜町１５－１９

門真柳町 571-0041 大阪府門真市柳町２０－３

門真柳田町 571-0038 大阪府門真市柳田町１－４

和泉王子町一丁目 594-0004 大阪府和泉市王子町一丁目２－２４

和泉光明台 594-1112 大阪府和泉市三林町８１９－６

和泉室堂北 594-1101 大阪府和泉市室堂町１番１

和泉唐国 594-1151 大阪府和泉市唐国町二丁目１３番２号

和泉内田町 594-1156 大阪府和泉市内田町四丁目１３番１号

和泉伯太町 594-0023 大阪府和泉市伯太町４３０－１

府中病院 594-0076 大阪府和泉市肥子町１丁目１０－１７

和泉府中町一丁目 594-0071 大阪府和泉市府中町１丁目９－５

和泉槇尾中学校南 594-1136 大阪府和泉市仏並町２３２－３

和泉箕形町二丁目 594-0042 大阪府和泉市箕形町二丁目１番１５号
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