
番号 営業種別 施設名称 営業者名 施設所在地

1 旅館 シティホテル青雲荘　本館 株式会社青雲荘 堺区出島海岸通2丁4‐14

2 旅館 臨海ホテル　石津店 株式会社山一 西区浜寺石津町西2丁4‐10

3 旅館 東横イン　堺東駅 株式会社東横イン 堺区市之町東6丁2‐14

4 旅館 アパホテル〈堺駅前〉 アパホテル株式会社 堺区戎島町4丁28‐6

5 旅館 ダイワロイネットホテル堺東
大和ハウスリアルティマネジ
メント株式会社

堺区新町5‐13

6 公衆浴場 旭ヶ丘温泉 新田　義 堺区緑ヶ丘北町2丁58

7 公衆浴場 金岡温泉 近林　僖男 北区北長尾町1丁4‐1

8 公衆浴場 喜野河温泉 有限会社喜野河温泉 堺区出島町3丁238‐2

9 公衆浴場 堺新温泉 小嶋　弘 堺区甲斐町西2丁20

10 公衆浴場 三宝バスセンター 村上　嘉孝 堺区海山町5丁177‐2

11 公衆浴場 太陽温泉 梅木　勤 堺区中向陽町１丁16-1

12 公衆浴場 初芝湯 大瀬　正子 東区日置荘北町1丁2-15

13 公衆浴場 阪和温泉 三上　真弘 堺市西区鳳中町8丁270-1

14 公衆浴場 フォーユー 池田　紀悦 北区東三国ヶ丘町5丁146‐1

15 公衆浴場 安井温泉 江上　栄一 堺区中安井町1丁7、9

16 興行場 ＭＯＶＩＸ　堺
株式会社松竹マルチプレッ
クスシアターズ

堺区築港八幡町1‐1

17 興行場
国際障害者交流センター
「ビッグ・アイ」

株式会社ナイス 南区茶山台1丁8‐1

18 理容所 ＣＵＴ　ＨＯＵＳＥ　散髪や 白川　雅文 堺区二条通4‐1

19 理容所 ヘアーサロン　丸十 東　久平 堺区旭ヶ丘南町3丁3‐25

20 理容所 ヘアーサロン　カサン 加三　道治 堺区綾之町西3丁1‐3

21 理容所 理容　大賀 大賀　清二 西区宮下町11‐28

22 理容所 ヘアーサロン　新泉 泉谷　公一
堺区協和町4丁344‐1
東20棟201

23 理容所 理容　ニューフタバ 西　享男 堺区錦綾町1丁7‐7

24 理容所 理容　とみた 冨田　司郎 堺区錦之町東2丁2‐11

25 理容所
クリニックサロン　理容ター
ナー

内田　愼也 堺区向陵東町3丁2‐8
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26 理容所
ＢＡＲ　ＢＥＲ　ＳＨＯＰ　しょ
うだ

正田　憲司郎 堺区香ヶ丘町1丁3‐20

27 理容所 ヘアーサロン　ヒガシ 東　幸一 堺区車之町東3丁1‐8

28 理容所 ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　すみもと 住本　俊一 堺区戎島町1丁35

29 理容所 ヘアサロン　ユタカ 梶原　裕 堺区出島海岸通1丁9‐15

30 理容所 ヘアーサロン　タニ 谷垣内　淳 中区小阪630‐8

31 理容所 理容　ヤタ 矢田　吉男 堺区少林寺町東3丁1‐2

32 理容所 ヘアーサロン　ヤマザキ 山﨑　輝男 中区深井沢町3178

33 理容所 ヘアーサロン　よしかわ 吉川　和彦 中区深井中町1056‐65

34 理容所 ヘアーサロン　大阪館 松浦　昌宏 中区深井中町761‐17

35 理容所 ヘアーサロン　藤原 藤原　清美 東区草尾733‐20

36 理容所 理容　はしもと 橋本　亮 西区草部97

37 理容所 理容　たけうち 竹内　一朗 北区蔵前町2丁1‐32

38 理容所 ヘアーサロン　おおの 大野　仁志 東区大美野162‐58

39 理容所 ヘアーサロン　タニグチ 谷口　正治 堺区中安井町2丁1‐21

40 理容所
ヘアカットスクエアー　ＨＩＲ
ＯＹＡ

片山　大八 堺区中向陽町2丁3‐1

41 理容所 ヘアーサロン　モトムラ 本村　繁春 北区中長尾町4丁1‐28

42 理容所 理容　エンゼル 坂本　干城 北区長曽根町545‐45

43 理容所 ヘアーサロン　にしむら 西村　実 北区東浅香山町1丁140‐24

44 理容所 ヘヤーサロン　きだ 木田　泰久 堺区東湊町3丁191

45 理容所 理容　熊さん 熊丸　勝子 北区南長尾町2丁4‐10

46 理容所 ヘアーサロン西岡 西岡　佐知子 東区日置荘北町1丁26‐4

47 理容所 ヘアーサロン　Ｅ・Ｘ 中西　信彦
北区百舌鳥赤畑町2丁94‐7
山田ビル1Ｆ

48 理容所 ヘアーサロン　やまぐち 山口　満 北区百舌鳥梅町3丁39‐30

49 理容所 理容ボン 玉木　純一
西区浜寺諏訪森町中2丁
168

50 理容所 ヘアーサロン　ＴＯＰ 山川　正孝
西区浜寺船尾町西4丁523‐
49
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51 理容所 ヘアーサロン・辻 辻　長雄 中区福田372

52 理容所 カットサロン　おかもと 岡本　吉明 中区福田64‐3

53 理容所 小川理容店 小川　文平 西区平岡町238‐5

54 理容所 ヘアーサロン　ローズ 日高　明男 東区菩提町4丁85‐7

55 理容所 理容　鳥居 鳥居　博 西区鳳南町3丁202‐5

56 理容所 ヘヤーサロン　浜田 浜田　常博 西区鳳南町5丁572‐2

57 理容所 理容　カサン 加三　清 堺区北花田口町1丁1‐20

58 理容所 理容　石黒 石黒　文雄 西区北条町1丁5‐18

59 理容所 ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　ＭＹ 山口　光弘 北区北長尾町7丁1‐1

60 理容所
へアーサロン　ソレイユ　２０
０２

原　清敏
北区中百舌鳥町3丁357
ライフステ-ジ村田7

61 理容所 カットハウス　アーガス 大坂間　英二 美原区北余部40‐60

62 理容所 ヘアサロン　レオ 石原　弘士 東区西野179‐4

63 理容所 ヘアーサロン　まつお 松尾　忠良 堺区北三国ヶ丘町4丁2‐3

64 理容所 ヘアーサロン　なかじま 遍々古　卯三郎 堺区材木町東1丁1‐16

65 理容所 理容カワバタ 川端　篤 北区百舌鳥本町2丁281

66 理容所 ＦＡＭＩＬＬＥ　ＨＡＩＲ 山内　清一 中区深阪6丁1‐40‐106号

67 理容所 ｈａｉｒ’ｓ　ＴＳＵＪＩＮＯ 辻野　毅 東区西野477‐3

68 理容所
Ｈａｉｒ＆Ｓｈａｖｉｎｇ
ｎａｋａｇａｗａ４ｃ

中川　嘉巳 南区豊田912‐9

69 理容所 理容　シゲタ 株式会社幸伸 堺区戎島町3丁1

70 美容所 イブ美容室 近江　陽子 堺区浅香山町3丁1‐15

71 美容所 カットハウス　ツイン 岩元　ユリ子 中区大野芝町204‐13

72 美容所 美容室　じゅん 樽井　章子 南区大庭寺569‐25

73 美容所 ビューティーサロン　ミユキ 諏訪　美恵子 西区鳳西町2丁27‐10

74 美容所 佳代美容室 山本　加容子 北区金岡町532‐6

75 美容所 ユキ美容室 今村　幸子 北区北長尾町2丁3‐10
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76 美容所 ビューティサロン　おおくぼ 大久保　恵美子 北区北花田町1丁17

77 美容所 美容室　エビ 戎谷　はるみ 北区北花田町4丁114-30

78 美容所 シャルマン美容室 北野　美穂子
西区草部1085‐21
萬樹ビル2Ｆ

79 美容所 小阪美容室 高田　満子 中区小阪307

80 美容所 きくや美容室 楳川　千鶴子 北区新金岡町2丁5-1-16

81 美容所 トモタニ美容室 友谷　敏子 南区高尾2丁505‐28

82 美容所 サロンド　フルール 川端　眞佐子 西区浜寺元町5丁788‐1

83 美容所 和美容室 熊谷　和代 南区原山台5丁5‐8

84 美容所 ビューティサロン　ユミ 野田　貞子 中区東八田105‐2

85 美容所 ひのを美容室 山之上　美喜 南区檜尾1208

86 美容所 たんぽぽ美容室 横田　眞知子 中区福田412-31

87 美容所 フタバ美容室 湯本　富美子 東区菩提町5丁70‐5

88 美容所 オカダ美容室 岡田　秀夫 東区南野田369‐1

89 美容所
ビューティースペース　ウイ
ング

五百蔵　清子 北区南花田町98‐2

90 美容所 きくや美容室 楳川　千鶴子 北区南花田町304

91 美容所 ビューティ　アキコ 嶺　詮子 南区三原台3丁1‐5

92 美容所 西岡美容院 西岡　定子 北区百舌鳥本町1丁38

93 美容所 エツ美容室 上田　悦子
北区百舌鳥赤畑町4丁230‐
4

94 美容所 コープ美容室 内田　千波
北区百舌鳥梅北町3丁125‐
41 百舌鳥グリ-ンハイツ1Ｆ
102

95 美容所 ポール美容室 平石　一子 南区若松台2丁1‐4-102

96 美容所 ビューティ　バラ 楠原　道子
堺区三国ヶ丘御幸通6
乾ビル2Ｆ

97 美容所 ヘアーズ　アンテニー 黒田　敬一 東区菩提町4丁78-7

98 美容所 ＫＡＩＮＯプラットプラット店
株式会社ＫＡＩＮＯｉｎｔｅｒｎａｔ
ｉｏｎａｌ

堺区戎島町3丁22-1

99 美容所 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ｍｅｏｔｏ 下井関　敦 東区草尾312‐7

100 美容所 ＫＡＩＮＯ　光明池店
株式会社ＫＡＩＮＯｉｎｔｅｒｎａｔ
ｉｏｎａｌ

南区新檜尾台2丁1‐7
サンプラザ光明池1Ｆ
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101 美容所 美容室　良美 永瀬　昭 西区北条町2丁7‐5

102 美容所 ＫＡＩＮＯ　ａｒｍｓ　泉北店 株式会社ココイロ
中区小阪270
イズミヤ泉北店2F

103 美容所 ＫＡＩＮＯ　中百舌鳥店 株式会社ELLE　rit 北区金岡町1182-14

104 美容所 トマ美容室 小西　孝子 中区陶器北1674－1

105 クリーニング所 ファースト 田邑　幸一 北区北花田町2丁180-2

106 クリーニング所
毎日屋クリーニングセン
ター

江辺　雅彦 堺区綾之町東1丁3‐25

107 クリーニング所 近江屋クリーニング 宮野　正秋 堺区榎元町5丁9‐19

108 クリーニング所
サンヨークリーニング有限
会社

サンヨークリーニング有限会
社

北区金岡町824‐3

109 クリーニング所 クリーニング　若草 又吉　ユノ 堺区九間町西2丁2‐22

110 クリーニング所 クリーニング　タカス 高須　努 堺区市之町東3丁1‐3

111 クリーニング所 株式会社藤本商会 株式会社藤本商会 堺区石津町2丁7‐15

112 クリーニング所 株式会社　シルバー本店 株式会社シルバー 北区蔵前町1丁22‐23

113 クリーニング所 有限会社　かずさや本店 有限会社かずさや本店 北区中長尾町4丁2‐18

114 クリーニング所 信長クリーニング店 信長　富士雄 中区陶器北683‐4

115 クリーニング所 松岡クリーニング 松岡　正治 東区日置荘西町3丁3‐11

116 クリーニング所 しらさぎクリーニング 村岡　光矢 東区白鷺町3丁13‐26

117 クリーニング所 株式会社　クリーナー南海 株式会社クリーナー南海 中区八田西町2丁9‐14

118 クリーニング所 有限会社ランドリー三笠 有限会社ランドリー三笠 西区浜寺石津町東4丁5‐36

119 クリーニング所 西崎クリーニング 西崎　修司 西区鳳中町10丁4‐22

120 クリーニング所
アベノドライクリーニング株
式会社

アベノドライクリーニング株
式会社

北区北花田町2丁213

121 クリーニング所 東京舎 泰地　偉夫 堺区北三国ヶ丘町3丁3‐7

122 クリーニング所 千代田屋クリーニング 白石　高基 東区野尻町250

123 クリーニング所
株式会社　中村クリーニン
グ

株式会社中村クリーニング 美原区阿弥419‐4

124 クリーニング所 大峰屋ランドリー 宮崎　利夫 堺区北田出井町3丁2‐2
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