
2013年9月現在
クラブ名 郵便番号 事務所住所 事務所 TEL

1 大東 574-0046 大東市赤井1-2-10 ポップタウン住道本館４Ｆ (072)875-1200
2 大東中央 574-0046 大東市赤井1-2-10 ポップタウン住道本館４Ｆ (072)872-6349
3 東大阪 543-0001 大阪市天王寺区上本町6-1-55 シェラトン都ホテル大阪636号室 (06)6779-5050
4 東大阪中央 543-0027 大阪市天王寺区筆ヶ崎町5-38 ロイヤルパークス桃坂1112号 (06)6772-2320
5 東大阪東 579-8012 東大阪市上石切町1-11-12 ホテルセイリュウ302号室 (072)985-0189
6 東大阪みどり 540-0007 大阪市中央区馬場町1-8 ﾒｿﾞﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｨﾚ大阪城公園前402号室 (06)6945-1800
7 東大阪西 543-0001 大阪市天王寺区上本町6-8-21 オルグ上町　５０２ (06)6775-5111
8 枚方 573-0027 枚方市大垣内町2-12-27 北大阪商工会議所内3F (072)843-5304
9 茨木 567-0881 茨木市上中条1-9-20 茨木商工会議所3F (072)622-2255
10 茨木東 567-0881 茨木市上中条1-9-20 茨木商工会議所3F (072)627-5753
11 茨木西 567-0033 茨木市松ケ本町2-35 大阪北摂タバコ会館１F (072)623-2668
12 池田 563-0043 池田市神田1-18-10 池田商工会議所2階 (072)752-3355
13 池田くれは 563-0043 池田市神田1-18-10 池田商工会議所2階 (072)753-5353
14 門真 570-0038 守口市河原町10-5　 ホテル･アゴーラ大阪守口 (06)6993-0107
15 交野 576-0052 交野市私部1-36-1 私部会館306号室 (072)893-3700
16 香里園 572-0838 寝屋川市八坂町15-10 樋口第１ビル2階 (072)823-6622
17 くずは 573-1121 枚方市楠葉花園町14-2 樟葉パブリックゴルフ　クラブハウス2Ｆ (072)855-5125
18 箕面 562-0006 箕面市温泉町1-1 箕面観光ホテル内 (072)724-2781
19 箕面千里中央 560-0085 豊中市上新田2-4-53 カーサタカガス内 (06)6835-2300
20 守口 570-0038 守口市河原町10-5　 ホテル・アゴーラ大阪守口 (06)6994-0010
21 守口イブニング 570-0038 守口市河原町10-5　 ホテル・アゴーラ大阪守口　5F (06)6995-7440
22 寝屋川 572-0836 寝屋川市木田町17-4 シティホテルニューコマンダー2F (072)822-6622
23 大阪 530-0005 大阪市北区中之島5-3-68 リーガロイヤルホテル418号室 (06)6441-7930
24 大阪中央 530-0001 大阪市北区梅田3-1-1 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ大阪21F (06)6345-6881
25 大阪堂島 530-0004 大阪市北区堂島浜1-3-1 ＡＮＡクラウンプラザホテル大阪2階 (06)6344-2008
26 大阪フレンド 542-0086 大阪市中央区西心斎橋1-5-12 心斎橋アーバンライフ907号 (06)6253-3012
27 大阪東 530-0042 大阪市北区天満橋1-8-50 帝国ホテル大阪アネックス２Ｆ (06)6357-5151
28 大阪東淀ちゃやまち 531-0012 大阪市北区芝田2-1-3 梅仙堂ビル3Ｆ (06)6375-0088
29 大阪平野 545-0053 大阪市阿倍野区松崎町2-3-47 アベノグランドハイツＡ－１０１ (06)6627-3813
30 大阪イブニング 543-0054 大阪市天王寺区南河堀町9-38 天王寺タウンハウス305号室 (06)4305-8844
31 大阪城南 542-0012 大阪市中央区谷町9-1-22 ＮＫ谷町ビル407号 (06)6796-9898
32 大阪城東 540-8578 大阪市中央区城見1-4-1 ホテルニューオータニ大阪501号室 (06)6910-1220
33 大阪柏原 582-0007 柏原市上市1-2-2 アゼリア柏原５Ｆ (072)973-3655
34 大阪北 530-0012 大阪市北区芝田1-1-35 大阪新阪急ホテル3F (06)6375-0905
35 大阪北梅田 531-0076 大阪市北区大淀中1-1-20 ウェスティンホテル大阪内 (06)6454-0401
36 大阪御堂筋本町 542-0086 大阪市中央区西心斎橋1-10-4 エースビル５階 (06)6777-3468
37 大阪南 556-0011 大阪市浪速区難波中1-12-5 難波室町ビル８階 (06)6647-6236
38 大阪みおつくし 530-0005 大阪市中央区中之島4-3-53　 大阪大学中之島ｾﾝﾀｰ　大阪大学工業会内 (06)6444-3660
39 大阪中之島 534-0026 大阪市都島区網島町9-10 太閤園内 (06)6353-2215
40 大阪難波 542-0076 大阪市中央区難波5-1-60 スイスホテル南海大阪5階 (06)6632-3956
41 大阪なにわ 556-0011 大阪市浪速区難波中2-6-15 ユーアイプラザビル802号室 (06)6632-7281
42 大阪南西 556-0014 大阪市浪速区大国1-3-20 居仁ビル３階 (06)6643-8721
43 大阪ネクスト 530-0002 大阪市北区曽根崎新地2-6-12 小学館ビル　スタジオＢ＆Ｍ内 (06)6341-2285
44 大阪西 530-0001 大阪市北区梅田1-13-13 阪神百貨店内 (06)6348-8436
45 大阪大手前 530-0042 大阪市北区天満橋1-8-50 帝国ホテル大阪806号室 (06)6357-8917
46 大阪大淀 530-0001 大阪市北区梅田2-5-4 千代田ビル西館内 (06)6341-3811
47 大阪ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ 530-6691 大阪市北区中之島6-2-27 中之島センタービル31階 (06)6445-0654
48 大阪咲洲 559-0034 大阪市住之江区南港北1-13-11 ﾊｲｱｯﾄ ﾘｰｼﾞｪﾝｼｰ 大阪　1523号室 (06)6613-5633
49 大阪西北 530-0001 大阪市北区梅田1-8-8 ヒルトン大阪1105号室 (06)6347-7100
50 大阪西南 530-0005 大阪市北区中之島5-3-68 リーガロイヤルホテル416号室 (06)6443-2819
51 大阪船場 542-0086 大阪市中央区西心斎橋1-7-3 大丸北炭屋町ビル６階 (06)6244-1008
52 大阪心斎橋 542-0086 大阪市中央区西心斎橋1-7-3 大丸北炭屋町ビル３階 (06)6245-4950
53 大阪城北 534-0026 大阪市都島区網島町9-10 太閣園内 (06)6352-0634
54 大阪そねざき 530-0027 大阪市北区堂山町1-2　Ｒ＆Ｅビル６階 ㈱社員教育総合研究所内 (06)6314-2889
55 大阪天満橋 530-0012 大阪市北区芝田2-3-19 東洋ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ本館 3階 312号室 (06)6374-0303
56 大阪天王寺 543-0055 大阪市天王寺区悲田院町8-11 新和興産ビル302号室 (06)6772-5816
57 大阪帝塚山 545-0053 大阪市阿倍野区松崎町2-3-5 藤和ｼﾃｨｽｸｴｱ503号室 (06)6628-0450
58 大阪東南 540-8578 大阪市中央区城見1-4-1 ホテルニューオータニ大阪510号室 (06)6910-2420
59 大阪鶴見 534-0026 大阪市都島区網島町9-10 太閤園内 (06)6357-8171
60 大阪梅田 530-0001 大阪市北区梅田2-5-8 千代田ビル西別館3階 (06)6343-7792
61 大阪梅田東 530-0012 大阪市北区芝田1-1-35 新阪急ホテル3階 (06)6375-3522
62 大阪アーバン 533-0005 大阪市東淀川区瑞光4-4-28 大阪冶金興業株式会社内 (06)6328-1345
63 大阪うつぼ 550-0004 大阪市西区靭本町2-9-11 岡﨑橋ビル本館405号室 (06)6445-1000
64 大阪淀川 530-0001 大阪市北区梅田1-13-13 阪神百貨店11階 (06)6348-8437
65 大阪ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｼﾃｨ 530-0004 大阪市北区堂島浜1-3-1 ＡＮＡクラウンプラザホテル大阪2階 (06)4799-1581
66 千里 560-0082 豊中市新千里東町2-1･D-1 千里阪急ホテル内 (06)6833-7891
67 千里メイプル 565-0826 吹田市千里万博公園1-5 ホテル阪急エキスポパーク 306号室 (06)6816-7077
68 摂津 566-0001 摂津市千里丘7-9-31 ｺｶ･ｺｰﾗｳｪｽﾄ㈱６階 (06)6330-2267
69 四條畷 575-0003 四條畷市岡山東2-1-33 平井マンション101号室 (072)879-5505
70 新大阪 532-0011 大阪市淀川区西中島5-5-15 新大阪ワシントンホテルプラザ2階 (06)6305-1010
71 吹田 564-0052 吹田市広芝町10-3 サニーストンホテル内 (06)6388-0266
72 吹田江坂 564-0063 吹田市江坂町1-23-101 大同生命江坂ビル12階 (06)6821-0222
73 吹田西 564-0051 吹田市豊津町9-40 東急プラザ江坂 (06)6338-0832
74 高槻 569-1116 高槻市白梅町4-1 オーロラモール高槻西武６階 (072)683-1158
75 高槻東 569-0065 高槻市城西町4-39 たかつき京都ホテル711号室 (072)661-0711
76 高槻西 569-0803 高槻市高槻町9-21 小山ビル201号室 (072)683-0015
77 豊中 560-0021 豊中市本町3-1-16 ホテルアイボリー内 (06)6858-1551
78 豊中南 560-0021 豊中市本町3-1-16 ホテルアイボリー内 (06)6841-6996
79 豊中－大阪国際空港 560-0036 豊中市蛍池西町3-555 大阪国際空港ターミナルビル4階 (06)6856-8855
80 豊中千里 561-0872 豊中市寺内2-4-1 緑地駅ビル2階 (06)6866-2800
81 八尾 581-0006 八尾市清水町1-1-6 八尾商工会議所208号室 (072)991-2129
82 八尾中央 581-0006 八尾市清水町1-1-6 八尾商工会議所207号室 (072)992-1110
83 八尾東 581-0803 八尾市光町2-60 西武百貨店内８Ｆ (072)997-0626
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