
株式会社アイビック

設置箇所一覧表

☎06-6536-0100

■ホテル 
アパホテル〈天王寺駅前〉 阿倍野区阿倍野筋
ホテルトラスティ大阪阿倍野 阿倍野区阿倍野筋
天王寺都ホテル 阿倍野区松崎町
ホテルランドマーク梅田 北区芝田
大阪新阪急ホテル 北区芝田
新阪急ホテルアネックス 北区芝田
ホテルナチュレ大阪梅田 紀州鉄道グループ
 北区芝田
クロス・ウェーブ梅田 北区神山町
山西福祉記念会館 北区神山町
ドーミーイン梅田東 北区西天満
ホテルイルグランデ梅田 北区西天満
東横 INN大阪梅田東 北区西天満
大阪ゲストハウス桜 北区西天満
ザ・ホテルノース大阪 北区曾根崎
梅田OSホテル 北区曾根崎
R＆Bホテル梅田東 北区曾根崎
ホテルビスタプレミオ堂島 北区曾根崎
インターコンチネンタルホテル大阪 北区大深町
ウェスティンホテル大阪 北区大淀中
アルモニーアンブラッセ大阪 北区茶屋町
ホテル阪急インターナショナル 北区茶屋町
ホテルグリーンプラザ大阪（本館） 北区中崎西
ホテルNCB 北区中之島
中之島プラザ 北区中之島
リーガロイヤルホテル（大阪） 北区中之島
三井ガーデンホテル大阪プレミア 北区中之島
ホテルダイキ 北区天神橋
帝国ホテル大阪 北区天満橋
ホテルやま久 北区兎我野町
丸一ホテル 北区兎我野町
ホテル関西 北区兎我野町
ホテル法華クラブ大阪 北区兎我野町
アパホテル〈大阪天満〉 北区同心
ホテル イルモンテ 北区堂山町
ホテル喜多八 北区堂山町
大阪 東急REIホテル 北区堂山町
ホテル近畿 北区堂山町
カプセル・イン 大阪 北区堂山町
ホテル エルセラーン大阪 北区堂島
ANAクラウンプラザホテル大阪 北区堂島浜
ホテルモントレ大阪 北区梅田
ハートンホテル西梅田 北区梅田
ホテルグランヴィア大阪 北区梅田
大阪マルビル大阪第一ホテル 北区梅田
ヒルトン大阪 北区梅田
ホテルリブマックス梅田 北区豊崎
東横 INN梅田中津 1 北区豊崎
東横 INN梅田中津 2 北区豊崎
ホテルサンルート梅田 北区豊崎
ハートンホテル北梅田 北区豊崎
ホテル ユニバーサル ポート 此花区桜島
ホテル京阪 ユニバーサル・シティ 此花区島屋
ホテル近鉄 ユニバーサル・シティ 此花区島屋
宙ホステル 此花区西九条
ホテルマイステイズ堺筋本町 中央区淡路町
アリエッタホテル大阪 中央区安土町
Green Fine Hostel 中央区瓦屋町
ホステルみつわ屋大阪 中央区瓦屋町
HOTEL OSAKA KEIKO 中央区高津
レックスインなんば 中央区高津
ホテルユニゾ大阪淀屋橋 中央区高麗橋
ダイワロイネットホテル大阪北浜 中央区高麗橋
ホリデイ・イン大阪難波 中央区宗右衛門町
ホテル イビス スタイルズ大阪 中央区宗右衛門町
かねよし旅館 中央区宗右衛門町
アズガーデン日本橋 中央区宗右衛門町
ホテルモントレ ラ・スール大阪 中央区城見
ホテルニューオータニ大阪 中央区城見
スーパーホテル大阪・谷町四丁目 中央区常盤町
クロスホテル大阪 中央区心斎橋筋
HOTEL FOR YOU 中央区西心斎橋
グランドサウナ心斎橋 中央区西心斎橋
Hotel C-Gran 中央区西心斎橋
アパホテル〈なんば心斎橋〉 中央区西心斎橋
Hostel Q 中央区西心斎橋
OSAKA HANA HOSTEL大阪花宿  中央区西心斎橋
ヴィアイン心斎橋 中央区西心斎橋
アローホテル 中央区西心斎橋
ニューオオサカホテル心斎橋 中央区西心斎橋
西鉄イン心斎橋 中央区西心斎橋
ドーミーイン心斎橋 中央区西心斎橋
大阪帝国ホテル 中央区西心斎橋
ホテル心斎橋ライオンズロック 中央区西心斎橋
ハートンホテル心斎橋 中央区西心斎橋
The Wall Hotel 中央区西心斎橋
ホテルマイステイズ心斎橋 中央区西心斎橋
ホテルバリアンリゾート なんば心斎橋店 中央区西心斎橋
ホテル ル・ボテジュール ナンバ 中央区千日前
ビジネスイン 千日前ホテル 中央区千日前
福宿 FUKU HOSTEL 中央区千日前
Red Roof Plus+ 大阪難波 中央区千日前
HOSTEL BASE POINT OSAKA 前日千区央中 
Dotombori Base 中央区千日前
サクラゲストハウス難波道頓堀大阪 中央区千日前

宿かねとや 中央区千日前
エフプラス 中央区千日前
ゲストハウスわさび大阪 Bed and Library 中央区千日前
ホテル 味園 中央区千日前
See U Hostel Osaka 中央区千日前
ホテルプリムローズ大阪 中央区大手前
ホテルリブマックス大手前 中央区大手前
東横 INN天満橋大手前 中央区大手通
ホテルサンホワイト 中央区谷町
東横 INN大阪谷四交差点 中央区谷町
ホテル・ザ・ルーテル 中央区谷町
ホテル京阪 天満橋 中央区谷町
大阪キャッスルホテル 中央区天満橋
ホテル ロア心斎橋 中央区島之内
ホテル ラ・アロマ道頓堀 中央区島之内
大和屋本店 中央区島之内
HOTEL NANIWA 中央区島之内
アークホテル大阪心斎橋 中央区島之内
ドーミーインPREMIUMなんば 中央区島之内
観光旅館 ひさや 中央区島之内
Hostel TELTELBOUZU 中央区島之内
HOTEL CROSSOVER 中央区島之内
ホテルマイステイズ心斎橋イースト 中央区島之内
HOTEL Kelly 中央区島之内
おおきに旅館 中央区島之内
B&Cホテル サンプレイン長堀 中央区東心斎橋
コンフォートホテル大阪心斎橋 中央区東心斎橋
大阪富士屋ホテル 中央区東心斎橋
ベストウェスタンホテルフィーノ大阪心斎橋
 中央区東心斎橋
ホテル ザ グランデ 中央区東心斎橋
EXE東心斎橋 中央区東心斎橋
ニュージャパンヘルスクラブ 中央区道頓堀
ホテルアルテン 中央区道頓堀
ホテル パンピローナ 中央区道頓堀
Guest House La Kongo 中央区道頓堀
道頓堀ホテル 中央区道頓堀
ホテルマイステイズ大手前 中央区徳井町
アパホテル〈大阪谷町〉 中央区内本町
民宿四季居 中央区南久宝寺町
ホテルWBF本町 中央区北久宝寺町
東横 INN大阪船場 中央区北久宝寺町
ネストホテル大阪心斎橋 中央区南船場
ホテルトラスティ 心斎橋 中央区南船場
ハートンホテル南船場 中央区南船場
Beehive Hostel Osaka 中央区南船場
ホテルヴィラフォンテーヌ大阪心斎橋 中央区南船場
ホテルハイパー 中央区難波
ホテルユーズ 中央区難波
御堂筋ホテル 中央区難波
FIRST CABIN 御堂筋難波 中央区難波
スイスホテル南海大阪 中央区難波
ホテルアルプス 中央区難波千日前
ナンバプラザホテル 中央区難波千日前
ビジネスホテルニッセイ 中央区難波千日前
ホテルサンルート大阪なんば 中央区日本橋
スーパーホテルなんば・日本橋 中央区日本橋
シェルネルなんば（カプセルホテル） 中央区日本橋
天然温泉 花風の湯 御宿 野乃 なんば 中央区日本橋
福宿 FUKU HOSTEL　和 中央区日本橋
ウィークリー翔ホテルなんば 中央区日本橋
日本橋ゲストハウス 中央区日本橋
POLY HOSTEL NAMBA 中央区日本橋
黒門 Crystal Hotel 中央区日本橋
東横 INN大阪船場東 中央区農人橋
アパヴィラホテル〈大阪谷町四丁目駅前〉
 中央区農人橋
Karaksa hotel 大阪心斎橋 I 中央区博労町
チサン イン 大阪ほんまち 中央区博労町
アパヴィラホテル〈淀屋橋〉 中央区伏見町
アパホテル〈御堂筋本町駅前〉 中央区本町
The St.Regis Osaka 中央区本町
シティプラザ大阪 中央区本町橋
東横 INN淀屋橋駅南 中央区平野町
CharinCo Hostel Osaka 中央区鎗屋町
スーパーホテル大阪・天王寺 天王寺区逢坂
東横 INN大阪鶴橋駅前 天王寺区舟橋町
YADOKARI 難波ホステル 天王寺区上汐
大阪国際交流センターホテル 天王寺区上本町
ダイワロイネットホテル大阪上本町 天王寺区上本町
HOTEL THE G 天王寺区生玉町
ピースハウス寿々波 天王寺区茶臼山町
グリンヒルホテル 天王寺区茶臼山町
ホテル ラ・アロマ天王寺 天王寺区悲田院町
ホテルBALI TOWER 大阪天王寺
 天王寺区悲田院町
ゲストハウス天王寺 天王寺区北河堀町
和空下寺町 天王寺区下寺町
ホテルリブマックスなんば 浪速区稲荷
Tour Palace Ryokan Sinsekai 浪速区恵美須東
東横 INN大阪通天閣前 浪速区恵美須東
大阪逸の彩ホテル 日本橋 浪速区恵美須西
東方ホテル 浪速区恵美須西
HG Cozy Hotel No.17 浪速区恵美須西
東横 INN大阪なんば府立体育会館西 浪速区元町
ホテル ニッシン・ナンバ・イン 浪速区元町

カオサンワールドなんば 浪速区元町
みなとまちホテル難波店 浪速区元町
Hostel Chill out 浪速区幸町
大阪ゲストハウス コマ 浪速区幸町
GUEST HOUSE SUN 浪速区幸町
KEN’S HOUSE 浪速区難波中
ホテル一栄 浪速区難波中
ホテルリリーフなんば大国町 浪速区難波中
フレイザーレジデンス南海大阪 浪速区難波中
ホテル イルクオーレなんば 浪速区難波中
安可 アンコールゲストハウス 浪速区難波中
ホテル 体東 浪速区難波中
NanNanSTAY 浪速区難波中
東横 INN大阪なんば日本橋 浪速区日本橋
ビジネスホテル菊栄 浪速区日本橋
ホテルヒラリーズ 浪速区日本橋
SARASA HOTEL 日本橋 浪速区日本橋
QOO OSAKA 恵美須町 浪速区日本橋
VALIE 浪速区日本橋
ホステルHangout 浪速区日本橋東
Funtoco Backpackers Namba 浪速区日本橋西
リッチモンドホテル なんば大国町 浪速区敷津東
midi HOTEL 浪速区敷津西
大国ホステル 浪速区大国
オルフェアレジデンス難波 浪速区大国
REBANGA難波南AP 浪速区戎本町
ホテルモントレ グラスミア大阪 浪速区湊町
04village 大阪・なんば 浪速区下寺
Rock Star Hotel 西区阿波座
Roots Hostel 西区立売堀
湯元「花乃井」スーパーホテル大阪天然温泉
 西区江戸堀
リーガ中之島イン 西区江戸堀
ARK HOSTEL & CAFÉ DINING 西区江戸堀
ダイワロイネットホテル四ツ橋 西区新町
ヴィアイン心斎橋長堀通 西区新町
HOSTEL 64 Osaka 西区新町
ホテルサンライフ 西区靱本町
シティルートホテル 西区靭本町
ニューオリエンタルホテル 西区西本町
ホテル ルートイン大阪本町 西区西本町
スーパーホテルLohas 地下鉄四つ橋線・本町 24号口
 西区西本町
アパホテル〈大阪肥後橋駅前〉 西区土佐堀
東横 INN大阪心斎橋西 西区北堀江
Travellers House Osaka 西区北堀江
東横 INNあべの天王寺＆
ホスピタル INN市大病院前 西成区山王
Peace House Showa 西成区山王
ホテル中央セレーネ 西成区太子
ホテル中央オアシス 西成区太子
ビジネスホテル ラッキー 西成区太子
ビジネスホテル 来山南館 西成区太子
ビジネスホテルみかど 西成区太子
ビジネスホテル中央 西成区太子
新世界ダウンタウン 西成区太子
Peace House Sachi 西成区太子
ビジネスホテルパークイン 西成区太子
ビジネスホテルハナヤ 西成区太子
ホテル東洋 西成区太子
ホテル太子 西成区太子
HOSTEL ZOO 西成区太子
ビジネスホテル太洋 西成区太子
HOTEL SUNPLAZAⅡ 西成区太子
ホテルアポロ 西成区太子
ホテル大阪 西成区萩之茶屋
ゲストハウス木雲 東淀川区淡路
東横 INN新大阪駅東口 東淀川区西淡路
ヴィアイン新大阪 東淀川区西淡路
新大阪ステーションホテル 本館 東淀川区東中島
新大阪ユースホステル 東淀川区東中島
ホテルリブマックス新大阪 東淀川区東中島
ホテル新大阪 東淀川区東中島
スーパーホテルJR新大阪東口 東淀川区東中島
新大阪ステーションホテルアネックス 
 東淀川区東中島
東横 INN大阪 JR野田駅前 福島区吉野
ホテル阪神 福島区福島
ゲストハウスHIVE 福島区福島
ホテルニュー松ヶ枝 福島区野田
大阪リバーサイドホテル 都島区中野町
ホテル京阪 京橋 グランデ 都島区東野田町
大阪シティホテル京橋 都島区片町
ヴィアイン新大阪ウエスト 淀川区宮原
レム新大阪 淀川区宮原
コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション
 淀川区宮原
ホテル メルパルク大阪 淀川区宮原
ビジネスホテルMyDearⅡ 淀川区十三本町
東横 INN大阪阪急十三駅西口 淀川区十三本町
ホテル プラザオーサカ 淀川区新北野
東横 INN新大阪中央口本館 淀川区西中島
ホテルコンソルト新大阪 淀川区西中島
ホテルオークス新大阪 淀川区西中島
新大阪サニーストンホテル 淀川区西中島
ホテルクライトン新大阪 淀川区西中島

新大阪ホテル 淀川区西中島
東横 INN新大阪中央口新館 淀川区西中島
ホテルミツフ 淀川区西中島
新大阪ワシントンホテルプラザ 淀川区西中島
ニューオーサカホテル 淀川区西中島
ホテルマイステイズ新大阪コンファレンスセンター
 淀川区西中島
 
■観光案内所 
大阪ビジターズインフォメーションセンター・難波 
 南海｢難波駅｣、地下鉄御堂筋線･千日前線｢なんば駅｣
HIS大阪ツーリストインフォメーションセンター
［心斎橋OPA ８階］
 中央区西心斎橋
JTB関西ツーリストインフォメーションセンター心斎橋
 中央区心斎橋筋
ジャパンホリデートラベルカウンター
OCAT1Fカウンター 
 浪速区湊町
ジャパンホリデートラベルカウンター 
ラオックス心斎橋筋店 
 中央区心斎橋筋
ジャパンホリデートラベルカウンター
関西国際空港カウンター
 関西国際空港
VIPヴィラ なんば  浪速区難波中

■日本語学校
清風情報工科学院日本語科 阿倍野区丸山通
日中語学専門学院 北区天神橋
大阪外語学院 中央区北久宝寺町
ヒューマンアカデミー日本語学校大阪校
 中央区南船場
J国際学院 西区立売堀
クローバー学院 西区新町
国際日語教育学院 西成区出城
神戸国際語言学院 西宮市建石町
大阪みなみ日本語学校 平野区喜連
大阪日本語アカデミー 平野区長吉長原西
ワン・パーパス国際学院 都島区大東町
 
■店舗・施設 
マツモトキヨシ心斎橋南店 中央区心斎橋筋
マツモトキヨシ心斎橋中央店 中央区心斎橋筋
マツモトキヨシ心斎橋店 中央区心斎橋筋
The Step Up OSAKA 中央区心斎橋筋
MAISON de gigi 中央区心斎橋筋
Dora Cosme 中央区心斎橋筋
ネコリパブリック大阪心斎橋店 中央区東心斎橋
愛菜CAFE 中央区東心斎橋
肉鍋専門店飛鳥 中央区東心斎橋
PANBO 中央区西心斎橋
SAAD SILVER 中央区西心斎橋
あっちち本舗 道頓堀店 中央区宗右衛門町
なんば一味禅 中央区宗右衛門町
白幡上町 3 号店 中央区宗右衛門町
Purple Garden 中央区宗右衛門町
燃えろドラゴン 中央区宗右衛門町
日本酒バル 大阪に乾杯 中央区道頓堀
マツモトキヨシ道頓堀一丁目店 中央区道頓堀
マツモトキヨシ道頓堀法善寺店 中央区道頓堀
マツモトキヨシ道頓堀千日前店 中央区千日前
夕焼けのふくろうカフェ 中央区千日前
㈱ジャガーカバン店 中央区難波
㈱司光 中央区難波
白幡上町 1 号店 中央区島之内
白幡上町 2 号店 中央区島之内
カワラヤドラッグ 中央区日本橋
ええ庵 インフォメーションカフェ 中央区日本橋
黒門 -MARU- 中央区日本橋
博多中唄 中央区北久宝寺町
K-factory 中央区北久宝寺町
K-factory 中央区南船場
T-Sweets 中央区南船場
信長書店 日本橋店 浪速区日本橋
KHS株式会社 浪速区日本橋
牛かつ冨田 浪速区難波中
信長書店 難波店 浪速区難波中
海鮮丼専門店 木津魚市食堂 浪速区敷津東
あっちち本舗 木津市場店 浪速区敷津東
鶏塩ラーメン Hippo 四ツ橋店 西区北堀江
ヤマハミュージック大阪なんば店 西区南堀江
地中海料理&バー Mezze 西区南堀江
spice bar Sound Boot’s 西区阿波座
 
■民泊紹介所を通して民泊施設
 300 室以上

その他設置箇所多数

お客様に直接お渡ししたり、ロビー・フロント・待合所に設置するなど、顧客サービスに活用できると大変好評を頂いております。

設置のお問い合わせ 大阪市西区立売堀1-1-1 立売堀一番館6階


