
 当局管内の大阪府における、令和4年5月1日から令和4年5月31日までの酒類販売業免許の取得者等は次のとおりです。

西 令和4年5月11日 令和4年3月10日

法人番号7120002051907
有限会社セメントプロデュース
デザイン
ｃｏｔｏｍｏｎｏｍｉｃｈｉ　ａｔ　ＰＡＲ
Ｋ　ＳＩＤＥ　ＳＴＯＲＥ

大阪市西区京町堀１丁目１５
番２３号　フジタビル２階

小売
一般・
通信販

売
新規

港 令和4年5月19日 令和4年5月2日
森脇　隆喜
酒ａｂｃｄ

大阪市大正区北恩加島１丁目
８番１－１５８号

小売
通信販

売
移転

天王寺 令和4年5月24日 令和4年4月4日

法人番号5130001021770
株式会社ＴＯＡＩ
ジャンボカラオケ広場　玉造
駅前店

大阪市天王寺区玉造元町２番
２３号

小売 一般 新規

天王寺 令和4年5月24日 令和4年3月24日
法人番号7120001006589
株式会社森田商店
株式会社森田商店　本店

大阪市天王寺区上本町４丁目
１番１６号　上本町オレンジビ
ル４０１号室

小売 一般 移転

浪速 令和4年5月18日 令和4年3月24日
法人番号4120001170784
株式会社Ｂｉｃ　Ｔｒａｄｉｎｇ
Ｋ－ＭＡＲＴ

大阪市浪速区下寺１丁目４番
７号　ＤＯ夕陽丘１－Ａ

小売
一般・
通信販

売
新規

浪速 令和4年5月24日 令和4年3月25日
法人番号2120001239664
株式会社Ｗ・Ｘ

大阪市浪速区大国３丁目６番
５号

卸・小
売

輸出
入・一

般
新規

浪速 令和4年5月30日 令和4年4月22日
法人番号8120001232291
株式会社京阪商事

大阪市浪速区難波中２丁目６
番１５号　ユーアイプラザビル７
０１号室

卸売 輸出入 条件緩和

生野 令和4年5月16日 令和4年2月21日

法人番号8120002049017
有限会社水野
ファミリーマート勝山南一丁目
店

大阪市生野区勝山南１丁目８
番５号

小売 一般 新規

生野 令和4年5月17日 令和4年4月28日
三軒家　勇二
ヤマサン酒店

大阪市生野区中川東２丁目１
３番１１号

小売 一般 事業譲渡

城東 令和4年5月17日 令和4年2月28日

法人番号1010001088181
株式会社セブン－イレブン・
ジャパン
セブン－イレブン大阪横堤５
丁目店

大阪市鶴見区横堤５丁目２番
２０号

小売 一般 新規

城東 令和4年5月17日 令和4年3月3日

法人番号7120003006892
合資会社青木
セブン－イレブンＪＲ放出駅西
店

大阪市鶴見区放出東３丁目８
番１９号

小売 一般 移転

阿倍野 令和4年5月24日 令和4年3月22日
渡邉　航一郎
キツツキ食堂　物販部

大阪市阿倍野区天王寺町南２
丁目２５番２３号

小売 一般 新規

阿倍野 令和4年5月24日 令和4年4月22日
森田　幸伸
森田商店

大阪市阿倍野区天王寺町南２
丁目１２番１４号

小売 一般 新規

阿倍野 令和4年5月31日 令和4年3月29日
岡本　聖子
セブン－イレブン天王寺三明
町店

大阪市阿倍野区天王寺町南１
丁目３番２９号

小売 一般 移転

東住吉 令和4年5月27日 令和4年3月17日
法人番号9120001229700
栄光堂食品工業株式会社

大阪市東住吉区照ヶ丘矢田１
丁目２３番１４号

卸売 輸出入 新規

西成 令和4年5月27日 令和4年4月4日
法人番号4120001162765
創楽株式会社

大阪市西成区出城１丁目８番
１９号

小売 一般 移転

西成 令和4年5月31日 令和4年3月25日
小林　義昭
ローソン天下茶屋駅北店

大阪市西成区天下茶屋１丁目
２７番１７号

小売 一般 移転

東淀川 令和4年5月9日 令和4年2月25日
岡田　東賢
旬花秀萄

大阪市東淀川区菅原１丁目４
番１３号

小売
通信販

売
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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東淀川 令和4年5月27日 令和4年2月4日
法人番号9040001092660
株式会社三和精機
株式会社三和精機　本社

大阪市淀川区西宮原１丁目８
番１４号　新大阪コーポラス４０
１室

卸売 輸出入 新規

北 令和4年5月10日 令和4年4月14日

法人番号7150001008112
テンフィールズファクトリー株
式会社
テンフィールズファクトリー大
阪支店

大阪市北区西天満２丁目６番
８号　堂島ビルヂング３階第３０
２号室

小売 一般 移転

北 令和4年5月17日 令和4年3月22日
徳大寺　公仁
Ｃａｖｉｓｔｅ

大阪市北区曽根崎新地１丁目
５番９号　日宝レックスビル地
下１階

小売 一般 新規

北 令和4年5月31日 令和4年4月8日
法人番号9120003007690
ＪＮグローバル合同会社
韓ｔｉｍｅ

大阪市北区梅田１丁目　大阪
駅前ダイヤモンド地下街４号４
１２０

小売 一般 新規

北 令和4年5月31日 令和4年5月6日
法人番号5120001035714
中央フードサービス株式会社
麒麟のまち

大阪市北区中之島２丁目３番
１８号　中之島フェスティバルタ
ワー地下１階Ｃ－１４

小売 一般 新規

大淀 令和4年5月25日 令和4年3月2日

法人番号2120001018655
株式会社フロリスト・コロナ
生花青果　ＬＩＮＫＳ　ＵＭＥＤＡ
店

大阪市北区大深町１番１号　ヨ
ドバシ梅田タワー　ＬＩＮＫＳ　Ｕ
ＭＥＤＡ地下１階ＴＢ１０２Ｃ区画

小売 一般 新規

東 令和4年5月9日 令和4年4月11日
法人番号4120001085058
寺内株式会社
ファンビ寺内ネットストア

大阪市中央区久太郎町１丁目
９番２０号　寺内第５ビル地下２
階

小売 一般 移転

東 令和4年5月10日 令和4年4月26日
法人番号8120002037566
ナルラ有限会社

大阪市中央区安土町１丁目２
番４号　ミツルプラザ４階４－Ｂ
室

卸・小
売

全酒
類・一

般
移転

東 令和4年5月30日 令和3年12月17日

法人番号9120001030612
株式会社コクミン
コクミンドラッグパナンテ京阪
天満橋店

大阪市中央区天満橋京町１番
１号地下１階　天満橋食堂街

画

小売 一般 新規

南 令和4年5月2日 令和4年3月24日
法人番号9120001145996
株式会社ネクストライズ
ネクストライズ船場事務所

大阪市中央区南船場３丁目３
番２９号　長堀多田ビル３階

卸売 輸出入 新規

南 令和4年5月11日 令和4年3月16日
法人番号1120001166199
株式会社Ｈ．Ｓ．Ｌｏｏｐ
ローソン南船場二丁目店

大阪市中央区南船場２丁目５
番５号　長堀コミュニティビル１
階

小売 一般 移転

南 令和4年5月23日 令和4年4月1日
法人番号3120001212629
株式会社トライアース

大阪市中央区南船場２丁目７
番１４号　大阪写真会館ビル６
階

卸売 洋酒 条件緩和

南 令和4年5月24日 令和4年4月4日

法人番号5130001021770
株式会社ＴＯＡＩ
ジャンボカラオケ広場　心斎
橋３号店

大阪市中央区心斎橋筋１丁目
３番３０号

小売 一般 新規

南 令和4年5月24日 令和4年4月12日

法人番号9021001013831
ブックオフコーポレーション株
式会社
ブックオフプラスなんば戎橋
店

大阪市中央区難波１丁目５番
１６号　大阪Ｂ＆Ｖビル３階

小売 一般 新規

南 令和4年5月24日 令和4年4月18日
法人番号7120001199136
愛文商事株式会社
お酒買取　販売　酒の森

大阪市中央区瓦屋町２丁目１
０番１４号　第３天偉ビル１階Ａ
号室

卸・小
売

洋酒・
店頭販
売・通
信販売

条件緩和

堺 令和4年5月2日 令和4年3月22日
法人番号8120001221146
株式会社三木
三木ショップ

堺市北区百舌鳥陵南町３丁４
３３番地

小売
通信販

売
新規

堺 令和4年5月10日 令和4年3月9日

法人番号2030001041872
株式会社ビバホーム
スーパービバホーム美原南イ
ンター店

堺市美原区黒山１００８番地 小売 一般 新規

堺 令和4年5月12日 令和4年4月1日
法人番号7180301016951
株式会社スギ薬局
スギドラッグ堺新家町店

堺市中区新家町７９４番地４ 小売 一般 新規

堺 令和4年5月26日 令和4年3月24日
法人番号6120101006168
株式会社ブックスファミリア
シャトレーゼ中百舌鳥店

堺市北区百舌鳥梅町３丁２５
番地１

小売 一般 新規
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堺 令和4年5月31日 令和4年3月28日
近藤　誠
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5月31日 令和4年4月20日
法人番号5120101065099
株式会社イーライズ

堺市北区百舌鳥本町３丁５３８
番地１６

卸・小
売

洋酒・
一般・
通信販

売

新規

岸和田 令和4年5月21日 令和4年4月27日
武井　正博
額原屋

岸和田市額原町２７９番地の３ 小売 一般 新規

豊能 令和4年5月1日 令和4年2月28日
山田　友子
ファミリーマート名神豊中イン
ター店

豊中市上津島１丁目５番１７号 小売 一般 新規

豊能 令和4年5月1日 令和4年3月1日
法人番号2120901020388
株式会社ｈｉｔｏｔｏｋｉ
ローソン神田一丁目店

池田市神田１丁目３番２３号 小売 一般 新規

豊能 令和4年5月11日 令和4年3月8日
奥田　安信
ファミリーマート豊中緑丘店

豊中市緑丘５丁目９番６号 小売 一般 新規

豊能 令和4年5月31日 令和4年4月20日
千頭　弘
セブン－イレブン箕面船場東
店

箕面市船場東２丁目１番２０号 小売 一般 事業譲渡

豊能 令和4年5月31日 令和4年4月20日
千頭　弘
セブン－イレブン箕面坊島１
丁目店

箕面市坊島１丁目１５番２８号 小売 一般 事業譲渡

吹田 令和4年5月19日 令和4年3月30日
法人番号7180301016951
株式会社スギ薬局
スギドラッグ南摂津店

摂津市東一津屋４番１０号
ルッツ南摂津２階

小売 一般 新規

吹田 令和4年5月26日 令和4年4月4日

法人番号5130001021770
株式会社ＴＯＡＩ
ジャンボカラオケ広場　江坂２
号店

吹田市豊津町１０番１５号　モ
アイプラザ４階

小売 一般 新規

泉大津 令和4年5月30日 令和4年3月22日

法人番号2030001041872
株式会社ビバホーム
スーパービバホーム和泉中央
店

和泉市唐国町３丁目１７番５６
号

小売 一般 新規

枚方 令和4年5月13日 令和4年4月1日
法人番号5120003019475
ｂｉｙｏ　ｃｏｌｌｅｃｔ合同会社

枚方市菊丘町１５番６号 小売
通信販

売
新規

枚方 令和4年5月31日 令和4年4月12日
岡本　恵一
ガラパゴ酒

寝屋川市黒原旭町５番１３号 小売 一般 移転

茨木 令和4年5月1日 令和4年3月28日

法人番号1010001088181
株式会社セブン－イレブン・
ジャパン
セブン－イレブン高槻大畑町
店

高槻市大畑町８番５号 小売 一般 新規

茨木 令和4年5月26日 令和4年4月1日
法人番号9120901039728
株式会社グロージャストマン
肉バル＆ダイナーｊａｊａｊａ

高槻市上本町６番８号 小売
一般・
通信販

売
新規

茨木 令和4年5月31日 令和4年3月28日
渡瀬　景太
ファミリーマート高槻三島江店

高槻市大字三島江２２９番地４ 小売 一般 新規

八尾 令和4年5月17日 令和4年3月14日
法人番号6300001004245
ダイレックス株式会社
ダイレックス八尾高美店

八尾市高美町７丁目６番１９号 小売 一般 新規

八尾 令和4年5月18日 令和4年4月26日
孟　祥丹
佳辰中華物産

八尾市高美町４丁目１２番４号 小売 一般 相続

泉佐野 令和4年5月12日 令和4年4月18日
金田　嘉久
金田商店

泉南市男里４丁目４番１９号 小売 一般 相続

泉佐野 令和4年5月26日 令和4年4月27日

法人番号9010601038982
株式会社大丸松坂屋百貨店
大丸お得意様営業部　泉佐
野出張所

泉佐野市高松東１丁目１０番３
７号　泉佐野センタービルサウ
スコア２１　４１０号室

小売 一般 移転

泉佐野 令和4年5月26日 令和4年3月31日
法人番号6120101063655
瀛川株式会社

泉佐野市中庄２４番地の３７
卸・小

売

輸出
入・一

般
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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富田林 令和4年5月30日 令和4年4月4日

法人番号6120001038071
小浦石油株式会社
ファミリーマート小浦太子町山
田店

南河内郡太子町山田２８８番
地１

小売 一般 新規

門真 令和4年5月18日 令和3年12月16日
法人番号4120001239555
株式会社アイセイ
アイセイ本店

守口市寺方本通２丁目２２番１
５号

小売
通信販

売
新規

東大阪 令和4年5月13日 令和4年3月24日

法人番号9290001025414
株式会社コスモス薬品
ドラッグコスモス東大阪加納
店

東大阪市加納６丁目５番１４号 小売 一般 新規

東大阪 令和4年5月25日 令和4年4月22日
法人番号6122002003442
有限会社浪花食品
浪花そば

東大阪市菱屋西５丁目１１番３
２－１０１号

小売 一般 新規

（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。


