
【⼤阪市域】府内市町村等におけるフードドライブ活動の受取窓⼝の⼀覧について（令和４年度予定）

施設・イベント名 受付場所 住所 詳細

天王寺区役所 1階区⺠情報コーナー前 大阪市天王寺区真法院町20－33 ■期間限定
毎月第4木曜日 14時から16時

東住吉区役所 正面玄関窓口案内横 大阪市東住吉区東田辺1－13－4 ■期間限定
毎月第2火曜日 14時から16時

都島区役所 1階正面玄関ロビー 大阪市都島区中野町2-16-20 ■期間限定
毎月第4木曜日  14時から15時30分

淀川区役所 1階区⺠ギャラリー 大阪市淀川区十三東2-3-3 ■期間限定
毎⽉第1⾦曜⽇  10時から15時

東淀川区役所 1階エレベーター前 大阪市東淀川区豊新2-1-4 ■期間限定
毎月第2火曜日  13時30分から15時30分

旭区役所 1階庁舎案内向い側 大阪市旭区大宮1－1－17 ■期間限定
毎月第2火曜日 14時から16時

城東区役所 1階待合ロビー 大阪市城東区中央3－5－45 ■期間限定
毎月第2木曜日 14時から16時

鶴⾒区役所 1階窓口案内向い側階段横 ⼤阪市鶴⾒区横堤5－4－19 ■期間限定
毎月第3火曜日 14時から16時

福島区役所 1階ロビー 大阪市福島区大開1-8-1 ■期間限定
毎月第3木曜日  10時から12時

此花区役所 1階多目的室 ⼤阪市此花区春⽇出北1-8-4 ■期間限定
毎月第2火曜日  13時から15時

⻄淀川区役所 1階にーよんステーション ⼤阪市⻄淀川区御幣島1-2-10 ■期間限定
毎⽉最終⾦曜⽇   10時から12時

⻄成区役所 １階区⺠ロビー ⼤阪市⻄成区岸⾥1-5-20 ■期間限定
毎月第4火曜日   14時から15時30分

なにわECOスクエア 2階交流スペース内事務所 ⼤阪市鶴⾒区緑地公園2－135 ■常設
休館日以外 9時から17時30分

浪速区役所 1階フロア ⼤阪市浪速区敷津東1-4-20 ■常設
平日   9時から17時30分

浪速区⺠センター 1階フロア ⼤阪市浪速区稲荷2-4-3 ■常設
毎日   9時30分から21時30分

浪速区社会福祉協議会 1階フロア ⼤阪市浪速区難波中3-8-8 ■常設
平日   9時から17時30分

MaxValu京橋店 大阪市城東区蒲生2－1－32

MaxValu千鳥橋店 大阪市此花区四貫島1－1－37

KOHYO淀屋橋店 ⼤阪市中央区⾼麗橋4－2－16朝⽇⽣命館1階

MaxValu淀川三国店 大阪市淀川区三国本町2－13－2

KOHYO阪急三国店 大阪市淀川区新高3－6－17

KOHYO鷺洲店 ⼤阪市福島区鷺洲3－2－13

KOHYO南森町店 ⼤阪市北区天神橋2－3－16

MaxValu⻄梅⽥店 大阪市福島区福島7－15－26大阪YMビル1階

MaxValu太子橋店 大阪市旭区太子橋3－9－10

MaxValu駒川中野店 大阪市東住吉区中野3－7－11

KOHYOJR森ノ宮店 大阪市中央区森ノ宮中央1－1－30ビエラ森ノ宮1階

MaxValu塩草店 ⼤阪市浪速区塩草2－9－12

■期間限定
毎月第3月曜日から翌日曜日 9時から18時

関連URL

未開封で賞味期限が一定期間以上残ってい
る常温保存可能な⾷品（例︓お⽶、お菓
⼦、乾麺、インスタント⾷品、⽸詰、調味料な
ど）

【対象外】
賞味期限が明記されていないものや賞味期限まで
⼀定期間を切っている⾷品、開封されたもの、⽣
鮮食品（肉、魚、野菜など）アルコール類など

https://www.city.osaka
.lg.jp/kankyo/page/000
0537035.html

大阪市

大阪市

株式会社光洋 レジ付近

窓口の実施主体 窓口の設置場所 対象食品
(詳細は関連URL等でご確認ください。）

備考
（注意事項など）市町村名

https://www.city.osaka


KOHYO南船場店 大阪市中央区南久宝寺町1－10－4

KOHYO内本町店 大阪市中央区内本町2－2－10

MaxValu南海岸⾥店 ⼤阪市⻄成区⽟出東1－1－3

MaxValu平野駅前店 ⼤阪市平野区平野北1－8－22

KOHYO難波湊町店 ⼤阪市浪速区湊町2－1－17

KOHYO上本町店 大阪市天王寺区上本町6－4－7

KOHYO堀江店 ⼤阪市⻄区北堀江4－4－1グランド⻄⻑堀1階

KOHYO肥後橋店 ⼤阪市⻄区江⼾堀1-10-8

おおさかパルコープ東都島店※ 1階サービスカウンター前 大阪市都島区都島本通5-10-28クレアコートマ
ンション1階

■期間限定
毎月第4日曜日から翌土曜日 9時から21時

おおさかパルコープ京橋事務所※ 2階事務所内 大阪市都島区東野田町1-5-26 ■期間限定
毎⽉第4⽉曜⽇から翌⾦曜⽇ 9時から18時

おおさかパルコープ東中浜店※ 1階サービスカウンター前 大阪市城東区東中浜4-5-14 ■期間限定
毎月第4日曜日から翌土曜日 9時から21時

パル城東組合員会館※ 1階事務所内 大阪市城東区成育1-8-4 ■期間限定
毎⽉第4⽉曜⽇から翌⾦曜⽇ 9時から18時

おおさかパルコープつるみ店※ 1階サービスカウンター前 ⼤阪市鶴⾒区横堤5-12-37 ■期間限定
毎月第4日曜日から翌土曜日 9時から21時

パル阿倍野組合員会館※ 1階事務所内 大阪市阿倍野区阪南町6-2-17 ■期間限定
毎⽉第4⽉曜⽇から翌⾦曜⽇ 9時から18時

おおさかパルコープ粉浜店※ 1階サービスカウンター前 大阪市住之江区粉浜1-1-32キリンドプラザ帝塚山1階 ■期間限定
毎月第4日曜日から翌土曜日 9時から21時

※おおさか食品ロス削減パートナーシッ
プ事業者分と重複

生活協同組合
おおさかパルコープ



（おおさか⾷品ロス削減パートナーシップ制度の登録順）

住所

ダイエー我孫子店・イオンフードスタイル 大阪市住吉区苅田5-14-13 https://www.daiei.co.jp/stores/d0803/

ダイエー東三国店・イオンフードスタイル 大阪市淀川区東三国3-10-3 https://www.daiei.co.jp/stores/d0807/

グルメシティ鶴⾒店 ⼤阪市鶴⾒区諸⼝4-10-11 https://www.daiei.co.jp/stores/d0810/

グルメシティ上新庄駅前店 大阪市東淀川区豊新5-20-5 https://www.daiei.co.jp/stores/d0822/

グルメシティ九条店 ⼤阪市⻄区境川1-5-34 https://www.daiei.co.jp/stores/d0823/

ダイエー⻄中島店・イオンフードスタイル 大阪市淀川区木川東4-1-5 https://www.daiei.co.jp/stores/d0824/

グルメシティ⻑原店 ⼤阪市平野区⻑吉⻑原東3-1-12 https://www.daiei.co.jp/stores/d0825/

グルメシティ新大阪店 ⼤阪市淀川区⻄宮原1-8-31 https://www.daiei.co.jp/stores/d0835/

グルメシティ南方店 ⼤阪市淀川区⻄中島3-18-9 https://www.daiei.co.jp/stores/d0836/

ダイエー東部市場前店・イオンフードスタイル 大阪市東住吉区杭全1-9-9 https://www.daiei.co.jp/stores/d0857/

ダイエー住ノ江駅前店・イオンフードスタイル ⼤阪市住之江区⻄住ノ江1-1-41 https://www.daiei.co.jp/stores/d0858/

イオンフードスタイル中崎町店 ⼤阪市北区中崎⻄4-325 https://www.daiei.co.jp/stores/d0861/

特定⾮営利活動法⼈
DeepPeople -

未来価値創造大学校
（※持ち込み対象者
・・・未来価値創造大学校の学生及び関係者）

⼤阪市⻄区京町堀2-5-16
うつぼGIZAビル3階

常時 加工品

【対象外食品】
・開封されているもの
・生鮮食品（生肉、魚介類、生野菜）
【その他注意事項】
※お持ちいただいた際に、⾷品の状態を⾒て受取
ができない場合もあります。ご了承ください。

http://www.mikasodai.jp/

粉浜店※ 大阪市住之江区粉浜1-1-32
キリンドプラザ帝塚山1F

毎⽉末週の⽇〜⼟曜⽇
営業時間内

【営業時間】

東中浜店※ 大阪市城東区東中浜4-5-14 【カレンダー】
店舗︓

つるみ店※ ⼤阪市鶴⾒区横堤5丁⽬12-37 https://www.palcoop.or.jp/shopping/shop/

東都島店※ 大阪市都島区都島本通5-10-28
クレアコートマンション1階 組合員会館︓

城東組合員会館※ 大阪市城東区成育1丁目8-4 毎⽉末の⽉〜⾦曜⽇
営業時間内

https://www.palcoop.or.jp/au_ji/au_ji_iti_
kumiai.html

阿倍野組合員会館※ 大阪市阿倍野区阪南町6-2-17 【カレンダー】

２階フリースペース前 京橋事務所（本部）※ 大阪市都島区東野田町1-5-26
https://www.palcoop.or.jp/au
_ji/kodomoshokudou/fooddriv 【フードドライブ】

おおさかパルコープの
施設以外

https://www.palcoop.or.jp/au_ji/kodomoshokudou/foodd
rive.html

※府内市町村等と重複

【⼤阪市域】おおさか⾷品ロス削減パートナーシップ事業者におけるフードドライブ活動の受取窓⼝の⼀覧について（令和4年度予定）

窓口の設置場所（大阪府内） 受付日時 対象食品
（詳細は関連ＵＲＬ等でご確認ください。）

備考
（注意事項など）

関連URL
施設名（及び受付場所）

パートナーシップ
事業者名

【取り扱い不可】
・冷蔵⾷品、冷凍⾷品、農産品（お⽶除く）
・賞味期限が明記されていない食品
・賞味期限が切れている⾷品
・賞味期限が1ヵ⽉を切っている⾷品
・開封されているもの
・生鮮食品（生肉・魚介類・生野菜）
・アルコール（みりん、料理酒は除く）

https://www.palcoop.or.jp/au
_ji/kodomoshokudou/fooddriv
e.html

株式会社
ダイエー

-

組合員会館
（入口スペースなど）

https://www.palcoop.or.jp/au_ji/kodomoshokudou/fooddrive.html

通年
※収集時間は店舗によって異なりま
す。

①未開封のもの（ 外装が破損してないもの）
② 賞味期限が1ヵ月以上残っているもの
③ 常温保存のもの（冷凍・冷蔵⾷品以外）
④製造者または販売者が表示されているもの
⑤成分またはアレルギー表示のあるもの

アルコール類（みりん・料理酒は除く）や
手作りの品は対象外

生活協同組合
おおさかパルコープ

店舗
(サービスカウンター横など）

常温品
・お米（白米・玄米・アルファ米）
・パスタ、素麺などの乾麺
・缶詰・レトルト食品・インスタント食品
・のり・お茶漬け・ふりかけ
・粉ミルク・離乳⾷・お菓⼦
・調味料（醤油・⾷⽤油・味噌など）

https://www.daiei.co.jp/stores/d0803/
https://www.daiei.co.jp/stores/d0807/
https://www.daiei.co.jp/stores/d0810/
https://www.daiei.co.jp/stores/d0822/
https://www.daiei.co.jp/stores/d0823/
https://www.daiei.co.jp/stores/d0824/
https://www.daiei.co.jp/stores/d0825/
https://www.daiei.co.jp/stores/d0835/
https://www.daiei.co.jp/stores/d0836/
https://www.daiei.co.jp/stores/d0857/
https://www.daiei.co.jp/stores/d0858/
https://www.daiei.co.jp/stores/d0861/
http://www.mikasodai.jp/
https://www.palcoop.or.jp/shopping/shop/
https://www.palcoop.or.jp/au_ji/au_ji_iti_
https://www.palcoop.or.jp/au
https://www.palcoop.or.jp/au_ji/kodomoshokudou/foodd
https://www.palcoop.or.jp/au
https://www.palcoop.or.jp/au_ji/kodomoshokudou/fooddrive.html

