
 当局管内の大阪府における、令和4年4月1日から令和4年4月30日までの酒類販売業免許の取得者等は次のとおりです。

大阪福
島

令和4年4月20日 令和4年3月28日
法人番号9120001035470
株式会社大近

大阪市福島区福島６丁目１０
番１１号

卸売
自己商

標
条件緩和

西 令和4年4月5日 令和4年3月16日
法人番号5120001116712
株式会社リミックス
ＰＡＳＴＡ＋

大阪市西区立売堀２丁目４番
４号　永瑞ビル１階１０１号室

小売 一般 移転

港 令和4年4月22日 令和4年3月28日
法人番号5120003010574
八寶堂合同会社

大阪市港区磯路３丁目１０番
７号

卸・小
売

輸出
入・一

般
移転

天王寺 令和4年4月27日 令和4年3月2日
法人番号1120001242850
アルト・ピコ株式会社

大阪市天王寺区石ヶ辻町３番
１２号　明和ビル１０３号

卸・小
売

輸出
入・一
般・通
信販売

新規

浪速 令和4年4月1日 令和4年1月28日

法人番号4010001030181
ミニストップ株式会社
ミニストップ夕陽ケ丘店加賀
徳酒店

大阪市浪速区下寺２丁目６番
２６号

小売 一般 新規

浪速 令和4年4月8日 令和4年3月8日
法人番号6120001241848
株式会社ＳｏｏＬｙｎ
ＳｏｏＭＡＲＴ

大阪市浪速区敷津西１丁目１
番７号　ＦＵＫＵＥ　ＢＬＤ１階

小売 一般 新規

浪速 令和4年4月8日 令和4年3月3日
法人番号9122002000379
有限会社アズ
フードジャーニードリンクス

大阪市浪速区難波中２丁目１
０番７０号　なんばパークス７
階

小売 一般 移転

浪速 令和4年4月27日 令和4年3月4日
柏木　弘康
モモモグラ

大阪市浪速区日本橋５丁目７
番１０号　山田ビル４０５号

小売 一般 新規

西淀川 令和4年4月14日 令和4年4月1日
山田　賢司
マルシン酒店

大阪市西淀川区佃２丁目５番
３２号

小売 一般 相続

西淀川 令和4年4月14日 令和4年4月1日
山田　賢司
山田酒店

大阪市西淀川区佃３丁目１７
番４号

小売 一般 相続

生野 令和4年4月5日 令和4年2月1日
法人番号8120001236029
株式会社Ｇｏｌｄ　Ｓｔａｒ

大阪市生野区鶴橋３丁目８番
２５号

卸・小
売

輸出
入・通
信販売

新規

生野 令和4年4月27日 令和4年2月21日
澤田　崇志
ファミリーマート巽中三丁目
店

大阪市生野区巽中３丁目１５
番３号

小売 一般 新規

旭 令和4年4月28日 令和4年3月18日
法人番号7120001226427
奈津名株式会社

大阪市都島区都島本通１丁
目４番１５号　アルデール都島
１階

卸売 輸出入 新規

城東 令和4年4月26日 令和4年3月16日
法人番号4120001198347
株式会社竹荷堂

大阪市城東区鴫野西３丁目６
番２４号

卸売 輸出入 新規

城東 令和4年4月30日 令和4年3月18日
法人番号2013301010706
株式会社ファミリーマート
ファミリーマート関目駅前店

大阪市城東区成育５丁目２３
番１２号　関目タウンビル１階

小売 一般 新規

住吉 令和4年4月1日 令和4年1月27日
折口　啓子
セブン－イレブン大阪新北島
７丁目店

大阪市住之江区新北島７丁
目１番８号

小売 一般 新規

東住吉 令和4年4月1日 令和4年3月15日

法人番号1010001088181
株式会社セブン－イレブン・
ジャパン
セブン－イレブン喜連瓜破駅
南店

大阪市平野区瓜破２丁目２番
５８号

小売 一般 新規

東住吉 令和4年4月8日 令和4年2月24日
法人番号9120001211889
株式会社雪菜
平野クラス

大阪市平野区瓜破２丁目３番
３０号

小売 一般 新規
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税務署名 免許等年月日 申請等年月日 販売業者等氏名又は名称 販　売　場　所　在　地
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東住吉 令和4年4月8日 令和4年3月8日
冨川　泰子
Ｌｕｄｉｑｕｅ　Ｕｎｉｑｕｅ

大阪市東住吉区桑津１丁目３
０番２号

小売
一般・
通信販

売
新規

東住吉 令和4年4月20日 令和4年2月8日
高橋　功
ファミリーマート今川三丁目
店

大阪市東住吉区今川３丁目７
番１７号

小売 一般 新規

東住吉 令和4年4月28日 令和4年3月17日
法人番号9140001024851
株式会社シュアレ
シャトレーゼ長吉店

大阪市平野区長吉六反２丁
目１２番７号

小売 一般 新規

西成 令和4年4月19日 令和4年1月20日
法人番号6120001122395
株式会社ＳＰＥＮＣＥＲ
ＳＰＥＮＣＥＲ本店

大阪市西成区玉出中２丁目９
番１１号

小売
一般・
通信販

売
新規

東淀川 令和4年4月30日 令和4年2月25日
法人番号8120003012774
合同会社ユハ
ファミリーマート三津屋中店

大阪市淀川区三津屋中２丁
目１４番６号

小売 一般 新規

北 令和4年4月1日 令和4年1月28日
伊達　崇幸
ローソンストア１００北区同心
店

大阪市北区同心２丁目１番３
０号　ビアデルホクヨー１階

小売 一般 新規

北 令和4年4月5日 令和4年1月7日
法人番号8020001115812
株式会社聘珍樓
大阪聘珍樓

大阪市北区梅田１丁目８番１
６号　ヒルトンプラザイースト
内７階７００１号店

小売 一般 新規

北 令和4年4月5日 令和4年2月17日

法人番号7140001023970
ユーシーシーコーヒープロ
フェッショナル株式会社
ユーシーシーコーヒープロ
フェッショナル株式会社　大
阪支店

大阪市北区野崎町９番８号
永楽ニッセイビル２階

小売 一般 移転

北 令和4年4月5日 令和4年2月18日

法人番号8120001082605
株式会社ココカラファインヘ
ルスケア
ココカラファイン南森町駅店

大阪市北区南森町２丁目１番
４号　Ｏｓａｋａ　Ｍｅｔｒｏ谷町線
南森町駅東中階

小売 一般 移転

北 令和4年4月5日 令和4年2月4日
法人番号9120001242703
株式会社Ｓｏｌ　Ｇｒｏｕｐ
Ｓｏｌ　Ｗｉｎｅ

大阪市北区西天満４丁目５番
４号－３階

小売
通信販

売
新規

北 令和4年4月12日 令和4年3月8日

法人番号2013301010706
株式会社ファミリーマート
ファミマ！！大阪梅田ツイン
タワーズ・サウス店

大阪市北区梅田１丁目１３番
１号　大阪梅田ツインタワー
ズ・サウス１２階０１区画

小売 一般 新規

大淀 令和4年4月13日 令和4年2月9日
法人番号6120001229348
株式会社亰美鳥
亰美鳥

大阪市北区天神橋５丁目８番
３号　中恒ビル３階３０１号室

小売 一般 新規

大淀 令和4年4月15日 令和4年3月4日
法人番号4120001242055
株式会社櫻花

大阪市北区中崎西２丁目６番
３号　パステルワンビル４０１
号室

卸売 輸出入 新規

大淀 令和4年4月15日 令和3年11月1日
法人番号9120001226870
株式会社ｐｌａｙｔｉｍｅ　ｊａｐｏｎ
Ｖｉｎｔｉｑｕｅ

大阪市北区中崎１丁目３番６
号

小売
一般・
通信販

売
新規

大淀 令和4年4月15日 令和4年2月28日
法人番号4120005020036
一般社団法人うめらく
なかつもり

大阪市北区中津３丁目１７番
５号　ＵＰＣＹＣＬＥ中津荘１０３
号室

小売
一般・
通信販

売
新規

東 令和4年4月1日 令和4年1月26日
法人番号9120001242926
株式会社ＨＳレストラン
ファミリーマート住友ビル店

大阪市中央区北浜４丁目５番
３３号　住友ビルディング地下
１階

小売 一般 法人成り等

東 令和4年4月5日 令和4年2月8日
法人番号5120001243507
Ｉｎｉｇｏ株式会社
Ｉｎｉｇｏ’ｓ

大阪市中央区東高麗橋１番６
号　清水不動産ビル２階２０２
号室

卸・小
売

輸出
入・一
般・通
信販売

新規

東 令和4年4月30日 令和4年3月14日

法人番号2013301010706
株式会社ファミリーマート
ファミリーマート北浜二丁目
店

大阪市中央区北浜２丁目４番
１２号　エスクレア北浜１階

小売 一般 新規

南 令和4年4月1日 令和4年1月18日

法人番号7120001209010
株式会社アディーム
ＣＯＣＯＡ　Ｓｈｏｐ　ＡＫＡＩＴＯ
ＲＩ

大阪市中央区谷町６丁目４番
８号　新空堀ビル１階１１１号
室

小売
一般・
通信販

売
新規



税務署名 免許等年月日 申請等年月日 販売業者等氏名又は名称 販　売　場　所　在　地
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南 令和4年4月6日 令和3年11月26日

法人番号5120001237104
株式会社ＰＲＩＭＥ　ＰＡＲＴＮ
ＥＲＳ
ＰＲＩＭＥ　ＢＯＸ

大阪市中央区心斎橋筋１丁
目５番６号　ミューズ３８９ビル
１階Ａ区画

小売 一般 新規

南 令和4年4月7日 令和3年12月24日
法人番号8120001231095
株式会社ＳＴＡＹＧＯＬＤ

大阪市中央区東心斎橋１丁
目５番２号　ルミエール東心斎
橋１０階１００１号

小売
通信販

売
新規

南 令和4年4月12日 令和4年2月7日
法人番号3120001212067
株式会社３９貿易

大阪市中央区島之内２丁目１
３番３１号　トーカン島之内
キャステール２０１号室

卸・小
売

輸出
入・一

般
新規

南 令和4年4月15日 令和4年2月17日
中野　泰博
ローソン難波三丁目店

大阪市中央区難波３丁目７番
１２号　ＧＰ・ＧＡＴＥビル１階及
び地下１階

小売 一般 新規

南 令和4年4月25日 令和4年3月18日
法人番号9120003006528
株式会社シクロ
ｓｃｈｗａ２

大阪市中央区千日前２丁目２
番６号　関口千日前２丁目ビ
ル１階及び２階

小売
一般・
通信販

売
新規

南 令和4年4月27日 令和4年3月30日
法人番号6120001213541
株式会社ＣＪグローバル
ＣＪグローバル

大阪市中央区高津３丁目１番
１号　シティアーク下寺町ビル
３階

卸売 輸出入 新規

南 令和4年4月28日 令和4年3月15日

法人番号9120001209215
株式会社ピオニエ
ＰＥＯＰＬＥ’Ｓ　なんばＣＩＴＹ
店

大阪市中央区難波５丁目１番
６０号　なんばＣＩＴＹ本館地下
２階

小売 一般 新規

堺 令和4年4月1日 令和3年12月17日
法人番号7120101024805
株式会社ヒューマン・ライフ
げんきＮＡキッチン

堺市北区長曽根町１６２４番
地１　バンブーハイツ１０１号
室

小売 一般 新規

堺 令和4年4月1日 令和4年1月12日

法人番号1010001088181
株式会社セブン－イレブン・
ジャパン
セブン－イレブン堺松屋大和
川通店

堺市堺区松屋大和川通１丁９
番１号

小売 一般 新規

堺 令和4年4月1日 令和4年2月24日

法人番号1010001088181
株式会社セブン－イレブン・
ジャパン
セブン－イレブン堺若松台１
丁店

堺市南区若松台１丁２番１号 小売 一般 新規

堺 令和4年4月2日 令和4年1月7日

法人番号5120101003777
泉鉄産業株式会社
セブン－イレブン泉北高速
栂・美木多駅店

堺市南区桃山台２丁１番１号 小売 一般 新規

堺 令和4年4月6日 令和4年1月25日
法人番号3030001002411
ウエルシア薬局株式会社
ウエルシア堺大町東店

堺市堺区大町東３丁１番２６
号

小売 一般 新規

堺 令和4年4月8日 令和4年3月22日

法人番号3120101009347
株式会社堺ファーム
堺・緑のミュージアム　ハー
ベストの丘　手作り館

堺市南区鉢ヶ峯寺２４０５番地
の２

卸売
特殊卸

売
条件緩和

堺 令和4年4月11日 令和4年1月21日
法人番号5130001035614
株式会社サンフェステ
業務スーパー堺山本町店

堺市堺区山本町１丁５番１号 小売 一般 新規

堺 令和4年4月14日 令和4年3月4日
法人番号7120001132600
株式会社Ｄ．Ｋ．国際アグリ

堺市北区南花田町３８２番地
８

卸・小
売

輸出
入・一

般
新規

堺 令和4年4月15日 令和4年2月28日
法人番号7180301016951
株式会社スギ薬局
スギドラッグ泉田中店

堺市南区泉田中１７番地２ 小売 一般 新規

堺 令和4年4月18日 令和4年3月8日
瀧山　拓哉
Ａｓｔｅｒ　Ｎｏｔｅｓ

堺市東区草尾７２８番地１　サ
マックスＹＵＩ－２０６号室

小売
通信販

売
新規

堺 令和4年4月21日 令和4年3月18日
法人番号1120101054246
株式会社Ｔｈｅ　Ｒｉｋｙｕ
利休蔵　そらや

堺市堺区中三国ヶ丘町１丁１
番５１号

卸売 輸出入 条件緩和

堺 令和4年4月22日 令和4年3月18日
小谷　修示
エスケー酒販

堺市堺区新町４番２２号　工
電舎事務所ビル１階

小売 一般 新規

堺 令和4年4月28日 令和4年3月29日
井上　孝子
井上酒店

堺市堺区中田出井町２丁１番
１号

小売 一般 相続
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堺 令和4年4月30日 令和4年2月25日
法人番号2013301010706
株式会社ファミリーマート
ファミリーマート堺大庭寺店

堺市南区大庭寺７９３番地１ 小売 一般 新規

堺 令和4年4月30日 令和4年2月25日

法人番号6170001013920
株式会社Ｆプロデュースコー
ポレーション
ファミリーマート堺錦綾町店

堺市堺区錦綾町２丁３番１６
号

小売 一般 新規

堺 令和4年4月30日 令和4年2月25日
法人番号2013301010706
株式会社ファミリーマート
ファミリーマート堺伏尾店

堺市中区伏尾１３４番地１ 小売 一般 新規

堺 令和4年4月30日 令和4年2月25日

法人番号6170001013920
株式会社Ｆプロデュースコー
ポレーション
ファミリーマート堺南清水町
店

堺市堺区南清水町２丁３番１
号

小売 一般 新規

岸和田 令和4年4月27日 令和4年2月16日

法人番号5120001061479
尾家産業株式会社
尾家産業株式会社　阪南支
店

貝塚市二色中町５番１号 小売
通信販

売
条件緩和

岸和田 令和4年4月30日 令和4年2月18日

法人番号2013301010706
株式会社ファミリーマート
ファミリーマート岸和田畑町
店

岸和田市畑町４丁目３番３号 小売 一般 新規

豊能 令和4年4月5日 令和4年2月9日
法人番号1430001010672
株式会社ツルハ
ツルハドラッグ豊中本町店

豊中市本町１丁目８番５号 小売 一般 新規

豊能 令和4年4月5日 令和4年2月28日
白坂　未有妃
ｗｉｎｅ　ｓｈｏｐ　ａｌｐｈａ

豊中市曽根南町１丁目２０番
２２号　サウスグランデ曽根１
階

小売 一般 新規

豊能 令和4年4月12日 令和4年2月22日
法人番号2120903002970
Ｔｈｒｅｅ　Ａｒｒｏｗｓ　ｔｒａｄｉｎｇ合
同会社

池田市古江町１番地の５６ 卸売 輸出入 新規

豊能 令和4年4月19日 令和4年2月16日
法人番号7180301016951
株式会社スギ薬局
スギドラッグ池田駅前店

池田市満寿美町２丁目７番地
矢野池田駅前ビル１０２号

小売 一般 新規

豊能 令和4年4月27日 令和4年2月14日
法人番号9140005002515
生活協同組合コープこうべ
コープ箕面

箕面市桜ケ丘５丁目６番６号 小売 一般 移転

吹田 令和4年4月1日 令和4年1月26日
速水　一宏
ファミリーマート鶴野四丁目
店

摂津市鶴野４丁目１２番２１号 小売 一般 新規

吹田 令和4年4月7日 令和4年2月1日
法人番号3030001002411
ウエルシア薬局株式会社
ウエルシア吹田朝日が丘店

吹田市朝日が丘町３０番２１
号

小売 一般 新規

吹田 令和4年4月14日 令和4年3月23日
法人番号8120901035505
株式会社まんがく屋

吹田市朝日町２７番１７号　富
士ビル２階２０１号室

小売
一般・
通信販

売
移転

吹田 令和4年4月28日 令和4年2月25日
法人番号7120001117832
株式会社阪急オアシス
阪急オアシス吹田ＳＳＴ店

吹田市岸部中５丁目１番１号 小売 一般 移転

泉大津 令和4年4月1日 令和4年2月7日
法人番号7120102025348
髙木益有限会社
ローソン和泉山荘町店

和泉市山荘町２丁目１３番１２
号

小売 一般 新規

泉大津 令和4年4月1日 令和4年1月20日
法人番号6120101050703
株式会社ＯＮ－ＬＩＦＥ

泉大津市東雲町５番２８号
卸・小

売

洋酒・
輸出
入・通
信販売

新規

泉大津 令和4年4月19日 令和4年1月19日
法人番号3120101037678
丸和食品株式会社
道の駅いずみ山愛の里

和泉市仏並町３９８番地の１ 小売 一般 新規

枚方 令和4年4月1日 令和4年1月28日

法人番号3120003021103
合同会社大映ソアレ
ローソン枚方津田山手一丁
目店

枚方市津田山手１丁目４３番
１０号

小売 一般 法人成り等



税務署名 免許等年月日 申請等年月日 販売業者等氏名又は名称 販　売　場　所　在　地
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枚方 令和4年4月8日 令和4年2月4日

法人番号3030001002411
ウエルシア薬局株式会社
ウエルシア寝屋川池田東町
店

寝屋川市池田東町７番１２号 小売 一般 新規

茨木 令和4年4月1日 令和4年1月31日
法人番号9120901006083
アンキッキ協栄株式会社

茨木市大字桑原１番１号 卸売 全酒類 法人成り等

茨木 令和4年4月1日 令和4年1月28日
渡邉　貴司
ローソンストア１００茨木西田
中町店

茨木市西田中町１番１号 小売 一般 新規

茨木 令和4年4月1日 令和4年2月7日

法人番号2122001027454
株式会社スプリット
ニューヤマザキデイリースト
ア万代彩都物流センター店

茨木市彩都あかね３番１号 小売 一般 新規

茨木 令和4年4月14日 令和4年3月3日
周　俊
富田

高槻市昭和台町２丁目１１番
２号

卸売 輸出入 新規

八尾 令和4年4月12日 令和4年3月1日
法人番号6120001198683
カルボナーラ株式会社

八尾市宮町６丁目７番１号
卸・小

売

輸出
入・一

般
新規

八尾 令和4年4月13日 令和4年3月7日
法人番号3122001028708
萬盛国際株式会社

八尾市都塚１丁目２３－１階 卸売 輸出入 移転

泉佐野 令和4年4月1日 令和4年1月27日

法人番号2120101040897
関西エアポートリテールサー
ビス株式会社
ＫＩＸ　ＤＵＴＹ　ＦＲＥＥ　Ａｒｒｉｖａ
ｌ　Ｓｈｏｐ　Ｎｏｒｔｈ

泉佐野市泉州空港北１番地
関西国際空港旅客ターミナル
ビル本館２階　国際線到着税
関エリア

小売 一般 新規

泉佐野 令和4年4月21日 令和4年3月14日
法人番号7120101063514
Ｍｉｓａｋｉ　Ｃｒａｆｔ株式会社

泉南郡岬町淡輪３７６４番地
の８０

卸・小
売

自己商
標・一

般
新規

泉佐野 令和4年4月30日 令和4年2月18日

法人番号2013301010706
株式会社ファミリーマート
ファミリーマート泉佐野中庄
店

泉佐野市中庄１２番地の１ 小売 一般 新規

富田林 令和4年4月5日 令和4年1月25日

法人番号6010001146554
株式会社マイステイズ・ホテ
ル・マネジメント
かんぽの宿富田林

富田林市大字龍泉８８０番地
１

小売 一般 新規

富田林 令和4年4月14日 令和4年4月1日
山本　定夫
山本酒店

富田林市伏山１丁目８番１８
号

小売 一般 相続

富田林 令和4年4月22日 令和4年3月4日
法人番号9290001025414
株式会社コスモス薬品
ドラッグコスモス太子店

南河内郡太子町太子２８５番
地

小売 一般 新規

門真 令和4年4月1日 令和4年1月27日
落合　伸幸
セブン－イレブン守口大日町
２丁目店

守口市大日町２丁目１番３４
号

小売 一般 新規

門真 令和4年4月1日 令和4年1月27日
中　孝仁
セブン－イレブン守口八雲東
町２丁目店

守口市八雲東町２丁目８２番
３号

小売 一般 新規

門真 令和4年4月1日 令和4年1月28日
法人番号3120003021103
合同会社大映ソアレ
ローソン門真月出町店

門真市月出町２６番４号 小売 一般 法人成り等

門真 令和4年4月1日 令和4年1月28日
法人番号3120003021103
合同会社大映ソアレ
ローソン門真浜町店

門真市浜町９番２号 小売 一般 法人成り等

門真 令和4年4月1日 令和4年2月28日
法人番号9122001017044
株式会社ハジメフーズ
はじめ屋

大東市北楠の里町２７番２１
号

卸・小
売

自己商
標・一

般
移転

門真 令和4年4月13日 令和4年2月21日

法人番号6010901003292
株式会社キャメル珈琲
カルディコーヒーファームイ
オンモール四條畷店

四條畷市砂４丁目３番２号　イ
オンモール四條畷店１階

小売 一般 新規

東大阪 令和4年4月2日 令和4年1月26日
法人番号5120001055464
株式会社サンディ
サンディ東大阪瓜生堂店

東大阪市瓜生堂２丁目７番７
号

小売 一般 新規

東大阪 令和4年4月18日 令和4年2月14日
法人番号7122001017517
株式会社ブローバック

東大阪市長田東２丁目２番１
１号

卸・小
売

輸出
入・通
信販売

新規
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東大阪 令和4年4月21日 令和4年4月11日

法人番号3120001117002
株式会社ミック・ジャパン
ドラッグミックサンロード瓢箪
山店

東大阪市本町７番２９号 小売 一般 移転

（注）氏名又は名称等については、常用漢字による表示をする場合があります。


