
施設名称 施設所在地 施設ビル名 開設者(申請者) 開始年月日 確認番号

ミニショップＳＡＩ 伊加賀西町2番4号 Ｄ棟１Ｆ 株式会社佐井食品サービス 2011-03-10 156-8

枚方ガーデンアイランズ 伊加賀北町8番1号 株式会社アスク 2003-03-18 76-45

サニードライ  京阪 伊加賀寿町12番6号 田中  收 1979-07-18 2582

伊勢津ドライ伊加賀店 伊加賀栄町22番16号 荒江  栄子 1993-03-08 47-43

日之出屋クリーニング店 伊加賀本町3番9号 中島  登 1992-01-30 47-82

イセヅドライ枚方公園店 伊加賀緑町1番15号 （株）伊勢津ドライ 2008-06-27 159 -

都屋クリーニング山岸商店 池之宮２丁目11番4号 山岸  宣子 1988-05-11 47-5

高島クリーニング 池之宮３丁目4番15号 高島  豊治郎 1996-03-29 37-53

ダスキン天の川支店 磯島南町2番3号 株式会社  Ｄ．ダイワ 2007-03-12 101-46

ローレルスクエア枚方フォレストゲート 磯島南町15番1号 近鉄住宅管理株式会社 2019-07-01 213-1

太陽クリーニング 印田町25番5号 吉田  重信 1982-03-02 4110

ザ・ライオンズ枚方御殿山 上野２丁目4番1号 株式会社大京アステージ 2019-01-29 213-2

おかしドーム 大垣内町２丁目7番3号 向井ビル１Ｆ 大形 善輝 2012-02-08 163 -5

丸京ドライ山本店 大峰元町２丁目24番1号 山本 信子 2012-03-09 163-7

㈱白洋舎 関西支店 枚方サービス店 岡東町19番1号 京阪ザ・ストア枚方店内 株式会社白洋舎  関西支店 1994-09-22 47-19

（株）シルキードライ ビオルネ店 岡本町7番1号 ビオルネ１０５ 株式会社シルキードライ 2011-03-01 156-7

いしかわ 岡山手町2番27号 石川  彩子 1986-10-17 82-50

株式会社エルゼ  みつばチェーン岡山手町店 岡山手町10番4号 中山  敏子 1984-10-22 1397-1

クリーニング ルビー ミドリ枚方店 甲斐田新町8番1号 有限会社 都屋 2009-09-16 156 -3

谷口チェーン  スーパートップ枚方店 甲斐田東町28番1号 株式会社  谷口商会 1995-10-09 37-27

井上クリーニング 甲斐田東町30番11号 井上  勇吉 2003-12-03 85-24

ショップ久保田 春日東町２丁目25番1号 久保田  ヤエコ 1985-02-26 1397-4

株式会社 ダスキンサニー 春日西町２丁目27番16号 株式会社 ダスキンサニー 2007-03-20 101-50

メルシーヌクリーニング 春日元町１丁目35番7号 酒井  よし子 1992-11-30 47-32

ダスキンローレル 春日野２丁目1番30号 今泉 孝雄 2007-10-09 １５９－４

シルキードライショップ武藤 菊丘町1番35号 武藤 恵美子 2008-11-04 159-10

クリーニングルビー 枚方公園店 菊丘町1番40号 有限会社 都屋 2014-03-31 163-3

みつばＦＣ菊ケ丘店 菊丘町4番5号 中平  弘子 1996-12-16 37-50

カドヤ商店 北楠葉町2番1号 毛受 博之 2012-05-30 163 -1

藤並商店 北楠葉町20番6号 藤並  洋子 1991-07-16 47-27

サニードライ京阪 北中振３丁目18番16号 田中  収 2009-03-12 159-15

伊勢津ドライ  中振営業所 北中振３丁目32番24号 横矢  良江 1985-05-15 61-10

Ａ・Ｋドライ 北中振４丁目1番9号 中川  重子 1971-12-24 4854

イセヅドライ  船橋営業所 北船橋町27番13号 高橋  悦子 1987-09-28 81-33

山九北船橋店 北船橋町33番6号 山九クリーニング有限会社 2004-03-03 85-31

正栄クリーニング ニトリモール枚方店 北山１丁目2番1号203 株式会社正栄 2016-04-13 213-1

（株）シルキードライ 北山店 北山１丁目67番34号 株式会社シルキードライ 2011-02-23 156-6

ライフクリーナーイズミヤ枚方店 禁野本町１丁目871番 イズミヤ内 株式会社ナイス 2012-10-10 163 -6

クリーニング・ハトヤ  禁野店 禁野本町２丁目1番5号 坪倉  健 1985-03-25 1397-5

サークルＫ枚方住宅店 禁野本町２丁目11番1号 株式会社エフ．エイ．２４ 2006-10-31 101-24

有限会社くずはクリーニング 楠葉朝日１丁目1番16号 有限会社  くずはクリーニング 1992-04-01 47-1

タカケン楠葉丘共栄店 楠葉丘１丁目11番9号 小川  知子 1987-11-16 81-52



シルキードライ関和店 楠葉丘２丁目18番14号 関和  順史 1991-05-15 47-9

正栄クリーニング スーパーマツモトくずは北店 楠葉中之芝２丁目22番1号 株式会社正栄 2021-10-19 213-1

正栄クリーニング 楠葉並木２丁目25番10号 坂東  ツネコ 1993-10-05 47-26

イセヅドライ楠葉店 楠葉花園町3番15号 株式会社伊勢津ドライ 2015-07-01 213-3

山九花園店 楠葉花園町3番15号 山九クリーニング有限会社 2004-03-03 85-32

株式会社ホームドライ  楠葉サービスショッ 楠葉花園町4番10号 （株）  ホームドライ大阪支店 1977-05-26 1009

白新舎 楠葉花園町11番3号 北田公男 2007-04-17 159 -1

正栄クリーニング くずはモール店 楠葉花園町15番1号192 株式会社正栄 2014-01-16 163 -1

ノムラクリーニング楠葉美咲サービスショップ 楠葉美咲３丁目12番5号 株式会社 ノムラクリーニング 2008-09-10 159-7

おしゃれクラブ  美咲店 楠葉美咲３丁目12番7号 株式会社アーチシステム 2003-03-31 76-50

株式会社ニュー大阪  高田取次所 高田１丁目1番55号 （株）  ニュー大阪 1991-12-02 47-71

アピア 高田２丁目22番2号103 増田  吉澄 1996-09-30 37-34

タカケンクリーニング交北芝栄店 交北３丁目8番4号 奥脇  ■子 1992-10-30 47-26

イセヅドライ高野道店 高野道１丁目23番10号 株式会社伊勢津ドライ 2005-03-30 77-48

ライフクリーナー香里園店 香里園町10番24号 株式会社  ナイス 2003-05-22 85-3

株式会社シルキードライ  香里団地営業所 香里ケ丘２丁目1番4号 産晃マート内 株式会社  シルキードライ 1991-09-27 47-50

ディーグラフォート香里ヶ丘 香里ケ丘２丁目2番1号 ヤマト運輸株式会社 2015-06-01 213-2

正栄クリーニング 万代こもれび店 香里ケ丘３丁目12番3号 株式会社正栄 2012-07-13 163 -4

クリーニングルビー ピーコックストア香里ケ丘店 香里ケ丘４丁目2番1号 株式会社 都屋 2017-02-09 213-4

正栄クリーニング 香里ヶ丘 コリオ店 香里ケ丘４丁目2番3号108 株式会社正栄 2009-11-09 156 -5

イセヅドライ  香里ヶ丘店 香里ケ丘１０丁目3463番16号 株式会社 伊勢津ドライ 2009-06-19 156 -2

（株）シルキードライ  香里ヶ丘営業所 香里ケ丘１１丁目1番12号 （株）  シルキードライ 1990-02-27 47-61

ホワイト急便 香里ケ丘店 香里ケ丘１２丁目23番1号 香里大西第１ビル１０２ 有限会社ホープクリーニング大阪 2013-01-10 163 -9

若葉屋クリーニング店 黄金野１丁目2番24号 岩崎  祐人 1977-08-23 2682

タカケンクリーニング御殿山共栄店 御殿山町9番1号 宮部  美智代 1996-10-30 37-42

株式会社ニュー大阪御殿山営業所 御殿山町10番24号 株式会社  ニュー大阪 1982-12-25 3651

タカケンクリーニング桜丘共栄店 桜丘町19番1号 奥野  勇 1999-07-19 77-12

正栄クリーニング 本社・招提工場 招提大谷２丁目1番35号 株式会社正栄 2006-03-01 72-44

タカケンクリーニング招堤中町共栄店 招提中町１丁目306番1号 家村  正彦 1997-02-03 37-51

（株）シルキードライ招提団地サービスショ 招提東町１丁目2番7号 杉本  正好 1991-07-30 47-31

白新舎 招提南町１丁目38番9号 北田  公男 1988-02-05 81-66

シルバークリ－ニング招堤店 招提南町１丁目41番10号 清水  潮 2000-12-11 77-29

ノムラクリーニング招提サービスショップ 招提北町３丁目2274番1号 株式会社ノムラクリーニング 2008-07-31 159 -2

セントラルクリーニング招提元町取次店 招提元町１丁目13番7号 中尾  ひで 1997-08-22 37-22

Ｓｌｅｅｐ Ｓｍｉｌｅ 新之栄町1番1号 株式会社よねはら 2021-11-24 213-2

タカケンクリーニング新之栄共栄店 新之栄町5番3号 戸谷  重雄 1997-02-24 37-52

株式会社シルキードライ中島ショップ 宗谷１丁目7番11号 株式会社  シルキードライ 1992-02-27 47-87

伊勢津ドライ宗谷営業所 宗谷２丁目24番28号 谷澤  仁美 1986-12-15 82-72

ヒルズシティ枚方公園 高塚町22番1号 株式会社アスク 2007-03-22 101-48

グランオーパス 高塚町25番2号 ４Ｆ ヤマト運輸株式会社 2019-01-04 213-1

タカケンクリーニング田口共栄店 田口１丁目44番6号 高田  昌美 1997-10-15 37-29

みつばチェーン  田口店 田口３丁目4番1号 下村  肥子 1994-12-13 47-36

和光クリーニング工場 津田駅前１丁目43番11号 髙倉 朝子 1984-12-06 1397-29



タカケンクリーニング津田西町共栄店 津田西町１丁目27番1号 大津  忠三郎 1999-03-12 77-40

イセヅドライ  津田店 津田北町２丁目34番24号 （株）伊勢津ドライ 2006-03-17 72-47

正栄クリーニング  アル・プラザ枚方 津田元町１丁目4番1号 株式会社正栄 1996-09-17 37-29

シルキードライ 出口１丁目1番63号 株式会社シルキードライ 2010-05-19 156 -3

正栄クリーニング出口店 出口１丁目453番2号 株式会社正栄 2006-08-09 101-18

ダスキン  出口支店 出口２丁目10番20号 株式会社  ダスキンアダルト 2007-01-24 101-40

（有）ホープオーミヤクリーニング出口一古 出口４丁目3番7号 （有）  ホープオーミヤクリーニ 1991-09-14 47-47

正栄クリーニング 出屋敷工場 出屋敷西町１丁目25番1号 株式会社正栄 1990-09-28 47-27

白鳥舎 中宮東之町14番9号 後藤田  巌 1967-08-02 1698

フタバクリーニング中宮店 中宮東之町16番13号 株式会社 フタバ 2009-03-23 159-16

ニュー隼人  クリーニング店 中宮西之町7番10号 安江  欣厚 1971-09-27 3151

（株）シルキードライ中井ショップ 中宮本町1番19号 株式会社  シルキードライ 1991-08-26 47-36

白明社クリーニング株式会社 中宮本町3番11号 ハッピース枚方 白明社クリーニング  株式会社 1990-05-08 47-11

（有）クリーニング太助 中宮本町3番12号 有限会社太助 2006-12-08 101-32

枚方クリーンショップ 中宮本町11番9号 井上  和彦 1974-11-02 3201

しまだクリーニング 中宮山戸町4番13号 嶋田  和子 1987-03-26 82-88

第一ランドリー ⾧尾家具町１丁目5番10号 笹井 賢介 2021-01-21 213-4

京宝ベビー ⾧尾家具町１丁目5番25号 株式会社京宝ベビー 1975-02-24 6077

ブリード株式会社 ⾧尾家具町２丁目12番1号 ブリード株式会社 2017-08-03 213-2

シルバークリーニング毎日屋しょうぷやまか ⾧尾谷町３丁目14番24号 山川  裕子 1991-06-27 47-19

ノムラクリーニング⾧尾谷町サービスショップ ⾧尾谷町３丁目17番24号 株式会社 ノムラクリーニング 2008-08-18 159 -5

タカケンクリーニング  ⾧尾谷町営業所 ⾧尾谷町３丁目19番6号 出原  睦子 1981-10-06 2260

（有）クリーニング太助 ⾧尾西町２丁目5番20号 （有）太助 2006-12-08 101-34

有限会社  都屋クリーニング⾧尾店 ⾧尾元町１丁目1番7号 有限会社  都屋クリーニング 2002-11-18 76-28

ライフクリーナー⾧尾店 ⾧尾元町２丁目6番10号 株式会社ナイス 1998-04-22 77-4

正栄クリーニング ⾧尾店 ⾧尾元町２丁目22番1号102 株式会社正栄 2017-04-06 213-1

伊勢津ドライ元町営業所 ⾧尾元町２丁目24番10号 宮田  早苗 1986-03-12 61-63

ホワイト急便  ⾧尾元町店 ⾧尾元町４丁目3番35号 大門  喜美子 1993-07-27 47-16

クリーニング 太助 ⾧尾台店 ⾧尾台１丁目1番1号106 有限会社 太助 2020-09-23 213-2

ユニバーサルクリーニング ⾧尾台２丁目5番3号 坪倉    健 1996-08-23 37-21

ペリカン倶楽部 ⾧尾店 ⾧尾台２丁目2573番6号 株式会社きょくとう 2010-12-01 156-5

丸京ドライ竹田店 渚栄町20番4号 竹田 素子 2012-03-09 163-6

みつばチェーン御殿山店 渚南町27番7号 又吉  安子 1991-11-08 47-68

ホワイト急便 渚南店 渚南町46番17号 有限会社ホープクリーニング大阪 2013-01-10 163 -8

タカケンクリーニング渚元町共栄店 渚元町7番17号 二宮  ちぐさ 1982-06-10 1033

シルキードライ  御殿山営業所 渚西１丁目41番2号 上村  たか子 1989-12-13 47-46

渡邉クリーニング商会  共栄ドライ 茄子作１丁目12番12号 渡邉  幹男 1986-03-08 61-62

共栄ドライ 茄子作３丁目32番16号 渡邉  幹男 2005-03-29 77-47

イセツドライ  茄子作店 茄子作４丁目29番3号 森本  佳代子 1989-09-07 47-26

共栄ドライ 茄子作北町1番3号 渡邉  幹男 2004-04-08 77-2

渡邉クリーニング商会  共栄ドライ 茄子作北町1番8号 渡邉  幹男 1974-12-23 5046

ルッソスタイル 西禁野店 西禁野１丁目1番21号 株式会社 ルッソスタイル 2014-05-28 213-1

伊勢津ドライ  禁野営業所 西禁野２丁目6番5号 株式会社  伊勢津ドライ 1977-12-10 5169



ライフクリーナー 西招提店 西招提町1250番1号 株式会社 ナイス 2014-10-08 213-2

ライフクリーナー西楠葉店 西船橋１丁目70番 おおさかパルコープ内 株式会社  ナイス 1997-10-01 37-26

たまゆら牧野店 西牧野１丁目1番3号 株式会社たまゆら  2007-11-01 159-5

丸京ドライ山村店 野村中町51番5号 山村 和也 2012-03-09 163-8

和光クリーニング本店 野村北町1番3号 髙倉 朝子 1977-03-15 6418

ホームドライ走谷営業所 走谷１丁目8番10号 走谷ハイツ１０６号 秋山  茂 2001-11-12 77-24

クリーニングたけや 走谷２丁目22番3号 竹山  正孝 1986-07-25 82-28

ホワイト急便 東香里店 東香里２丁目5番70号 （スーパーストアナカガワ内） 有限会社ホープクリーニング大阪 2013-01-10 163 - 10

シルキードライ東香里店 東香里３丁目10番12号 下村 ヒロミ 2008-08-06 159 -3

ローヤルランドリー 東香里新町4番11号 亀山 友伸 2020-11-11 213-3

ダイキクリーニング 東香里南町21番12号 グルメシティ東香里店内 株式会社大軌 2010-04-28 156 -2

クリーニングハウス トラヤ 東香里店 東香里元町28番39号 株式会社 マグネット 2014-11-28 213-4

フタバクリーニング東田宮店 東田宮１丁目3番31号 株式会社  フタバ 2005-03-29 77-49

シルキードライ  グリーンヒル店 東中振１丁目19番48号 株式会社  シルキードライ 2005-04-19 72-1

ハトヤクリーニング  船橋店 東船橋１丁目4番2号 藤原  静子 1991-05-09 47-6

山九クリーニング有限会社 東船橋１丁目80番 山九クリーニング有限会社 2003-02-18 76-41

ユニバーサルクリーニング 東船橋２丁目153番14号 藤川  幸子 1996-08-23 37-19

伊勢津ドライ  東牧野店 東牧野町24番1号 沢辺  タカ子 1989-12-15 47-45

クリーニングルビー 関西スーパー牧野店 東牧野町27番25号 株式会社 都屋 2017-02-22 213-5

正栄クリーニング  東山店 東山２丁目13番 スーパー  ニッコー内 株式会社正栄 1979-03-28 7265

ホームドライ東山サービスショップ 東山２丁目46番1号 株式会社朝日化学大阪 2005-03-16 77-42

マイウェイひらかたワーク草笛 藤阪天神町3番1号 社会福祉法人マイウェイ福祉の会 2009-04-17 156-

タカケンクリーニング玉屋共栄店 藤阪東町２丁目2番8号 成上タマエ 1995-04-19 37-4

伊勢津ドライ  ⾧尾営業所 藤阪東町３丁目7番24号 井上  勝吉 1982-03-23 4296

パチオ藤阪ハイツ店 藤阪西町3番10号 松岡  スミ子 1996-09-27 37-33

伊勢津ドライ  藤阪営業所 藤阪元町１丁目1番16号 津熊  久恵 1987-01-12 82-76

やぶクリーニング 藤阪元町３丁目14番11号 藪  忠誠 1985-03-13 1397-4

帝國社 星丘１丁目11番1号 岡崎  龍夫 1963-12-02 3012

⾧崎屋クリーニング  星丘店 星丘１丁目11番10号 神田  直美 1994-09-26 47-22

福屋 星丘１丁目20番7号 福田  澄男 1976-03-22 7049

タカケンクリーニング  星ヶ丘駅前共栄店 星丘３丁目1番22号 柳田  志鶴 1985-04-01 1397-5

クリーニング  ａｔ 星丘３丁目5番3号 増田  吉澄 2001-09-17 77-18

シルキードライ 星ヶ丘店 星丘３丁目16番3号 ウッドリバー第２、１階 片山 麻美 2012-06-25 163 -3

とみやクリーニング  サービスショップ 星丘４丁目4番9号 西尾  富代 1986-03-19 61-71

ＪＣＨＯ星ヶ丘医療センター内 ワタキューセイモア株式会社事業所 星丘４丁目8番1号 ＪＣＨＯ星ヶ丘医療センター地下１階洗濯室 ワタキューセイモア株式会社 近畿支店 2009-01-20 159-13

讃岐屋クリーニング 星ヶ丘店 星丘４丁目18番8号 有限会社 讃岐屋 2010-03-05 156 -8

タカケンクリーニング  牧野北町営業所 牧野北町6番3号 タカケンサンシャイン株式会社 1978-03-07 6734

洗濯王 牧野駅前店 牧野阪１丁目17番10号 プラリア牧野阪１０１号 株式会社都屋 2019-03-14 213-3

おしゃれ洗濯じゃぶじゃぶ 牧野店 牧野阪２丁目5番20号 ベルデ牧野１０２号 タカケンサンシャイン株式会社 2011-10-07 163 -3

山九下島店 牧野下島町10番16号 山九クリーニング有限会社 2004-03-11 85-34

毎日屋クリーニング店 牧野本町１丁目20番3号 吉住  千壽 1992-11-24 47-30

フジクリーニング牧野チェーン  ストア中川 牧野本町１丁目22番2号 富士洗業株式会社 1984-01-26 3923

シルキードライ 牧野本町店 牧野本町１丁目29番3号 中野 信子 2018-03-12 213-4



セントラルクリーニング 牧野本町２丁目1番12号 上野  良一 1978-11-22 5216

ホームドライ  牧野営業所 牧野本町２丁目1番17号 ホームドライ大阪支店 1972-10-30 3578

（有）クリーニング太助 牧野本町２丁目2番3号 有限会社太助 2006-12-08 101-33

白明社  牧野営業所 牧野本町２丁目8番4号 村上  太 1974-09-13 2920

みつばチェーン  はまゆう店 牧野本町２丁目9番2号 福島  杳子 1993-07-29 47-17

シルキードライ ブックマン店 牧野本町２丁目23番13号 アカイマンション１Ｆ 株式会社シルキードライ 2012-07-06 163 -2

タカケンクリーニング  楠葉第１営業所 町楠葉１丁目13番3号106 タカケンサンシャイン株式会社 1978-12-14 5615

イセヅドライ町楠葉店 町楠葉１丁目22番23号 株式会社伊勢津ドライ 2015-07-01 213-4

山九クリーニング（有）町楠葉店 町楠葉１丁目22番23号 山九クリーニング有限会社 2003-02-18 76-42

パリー京屋店 松丘町17番20号 高須賀  良宏 1986-09-27 82-41

サニードライ京阪 三矢町7番11号 田中  収 1985-03-23 1397-5

シルキードライ 楠葉店 南楠葉１丁目3番9号 株式会社  シルキードライ 2010-04-09 156

ローズクリーニング 南楠葉１丁目10番4号 大畠  梅市 1972-01-29 5345

白鳥舎  南楠葉店 南楠葉１丁目15番12号 後藤田  巌 2001-12-03 77-31

フジクリーニング桑田店 南楠葉１丁目29番1号 桑田  清 1978-06-10 1472

ライフクリーナー  楠葉取次店 南楠葉２丁目19番2号 浪速ドライクリーニング株式会社 1985-03-01 1397-4

㈱白洋舎 関西支店 枚方営業所 南中振１丁目1番28号 株式会社白洋舎 関西支店 2000-06-26 77-9

丸二サービス 南中振２丁目4番7号 谷口  勝紀 1969-07-16 2326

マリヤクリーニング 南中振２丁目28番2号 澤  正孝 1987-01-06 82-75

朝日屋クリーニング商会 都丘店 都丘町27番5号105 増田  吉澄 1993-04-05 47-46

フジクリーニング  ル・オル・タカト 宮之阪１丁目12番6号 高東  真由美 1999-08-31 77-18

メルシーヌ森本宮之阪店 宮之阪１丁目20番3号105 森本  利明 1994-09-13 47-20

朝日屋クリーニング商会 宮之阪３丁目29番11号 増田  吉澄 2012-11-28 163-7

タカケンクリーニング宮之阪共栄店 宮之阪３丁目30番19号 小坂  昭止 2000-09-12 77-15

スタークリーニング店 宮之阪４丁目1番8号 児玉  和子 1971-12-27 4944

ノムラクリーニング宮之阪サービスショップ 宮之阪４丁目2番17号 株式会社 ノムラクリーニング 2007-05-29 159-2

⾧崎屋クリーニング店 宮之下町16番3号 神田  直美 1968-02-07 6082

有限会社  かしやま 村野高見台9番80号 有限会社  かしやま 1990-03-12 47-63

株式会社都屋 村野高見台9番92号 株式会社都屋 2008-09-01 159-6

福屋 村野東町46番9号 福田  澄男 1983-04-14 223

ダスキンエンゼル 三栗１丁目25番7号 株式会社ケアライフ莟 2007-03-23 101-49

コミュニティストア  めぐり 三栗２丁目14番1号101 中野  加代子 2004-06-04 77-11

フタバクリーニング養父店 養父東町52番5号 株式会社  フタバ 2008-11-26 159-12

タカケンクリーニング養父西町共栄店 養父西町28番12号 大村  恭子 1999-04-26 77-2

ユニバーサルクリーニング  江川ショップ店 養父丘１丁目17番1号 江川  利江 1991-07-02 47-22

クリーニング  ゆみ 養父丘２丁目1番9号 杉本  幸太郎 1995-09-01 37-22

ローヤルランドリー 山之上２丁目15番5号 亀山 友伸 2020-04-10 213-1

（株）シルキードライ  プラザ山之上店 山之上４丁目14番6号 （株）シルキードライ 1995-04-13 37-3

イセヅドライ  山之上店 山之上４丁目24番7号 株式会社伊勢津ドライ 2007-02-02 101-41


