
 当局管内の大阪府における、令和4年6月1日から令和4年6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6月1日 令和4年4月1日

法人番号2010001133572
株式会社カンデオ・ホスピタ
リティ・マネジメント
ザ　シンギュラリホテル＆ス
カイスパ　アット　ユニバーサ
ル・スタジオ・ジャパン

大阪市此花区島屋６丁目２番
２５号
ザ・シンギュラリホテル＆スカ
イスパ　アット　ユニバーサ
ル・スタジオ・ジャパン２階

小売 一般 新規

大阪福
島

令和4年6月8日 令和4年2月8日
法人番号7120001121652
株式会社アイマニア
酒店マガーリ

大阪市此花区西九条３丁目１
１番１８号

小売 一般 新規

大阪福
島

令和4年6月22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　ＪＲ福
島店

大阪市福島区福島７丁目１２
番１号　堀内福島ビル１階

小売 一般 新規

西 令和4年6月2日 令和4年4月15日
岡田　光弘
ｃｈｕｎ　ｃｈｕｎ　ＴＯＲＩＣＡ

大阪市西区靱本町２丁目５番
１号　丸文靭ビル１階

卸・小
売

輸出
入・通
信販売

条件緩和

西 令和4年6月21日 令和4年5月17日
法人番号2120001214056
株式会社Ｃｕｌｌｉｎａｎ

大阪市西区靱本町２丁目９番
７号　岡崎橋ビル４０２

小売
通信販

売
移転

西 令和4年6月28日 令和4年5月19日
法人番号9140001079094
株式会社ライズ
ＰＡＬＳＴＯＣＫ南堀江店

大阪市西区南堀江１丁目１９
番２９号　萩原ビル１階及び２
階

小売
通信販

売
条件緩和

天王寺 令和4年6月23日 令和4年5月2日
水谷　健吾
ｍｉｋ－ｅｅ

大阪市天王寺区真法院町７
番３号

小売
通信販

売
新規

浪速 令和4年6月8日 令和4年3月31日
法人番号9122002000379
有限会社アズ
チョクマル

大阪市浪速区難波中３丁目９
番３号　ＲＥ－０２０　２階２０８
号室

小売
通信販

売
新規

浪速 令和4年6月21日 令和4年3月1日
高杉　はるみ
セブン－イレブン大阪元町２
丁目店

大阪市浪速区元町２丁目９番
１０号

小売 一般 移転

浪速 令和4年6月21日 令和4年6月9日
今川　大志
ｔｅａ　ｔｉｍｅ　８８６

大阪市浪速区日本橋東３丁
目６番１３号　アゲイン日本橋
１０１号室

小売 一般 移転

浪速 令和4年6月23日 令和4年4月27日
法人番号5120001243119
ＤＬＭ株式会社
買取１丁目なんば店

大阪市浪速区難波中１丁目１
３番８号　なんばアリーナビル
１階

卸・小
売

洋酒・
輸出
入・一

般

新規

浪速 令和4年6月30日 令和4年3月28日
法人番号4120001083078
株式会社ダイコク
ダイコクドラッグ５丁目店３階

大阪市浪速区日本橋５丁目１
２番７号　三吉ビル３階

卸売 輸出入 新規

西淀川 令和4年6月1日 令和4年5月19日
出口　儀典
出口酒店

大阪市西淀川区佃１丁目３番
１４号

小売 一般 事業譲渡

東成 令和4年6月1日 令和4年3月22日

法人番号4120001240752
株式会社Ｔ・ＳＡＷＡＤＡ
ファミリーマート中本三丁目
店

大阪市東成区中本３丁目１４
番１号

小売 一般 法人成り等

東成 令和4年6月15日 令和4年3月30日
法人番号8120001179500
株式会社ビューティフルライ
フ・ナビ

大阪市東成区大今里西１丁
目２５番１３号　南星ビル１階

小売 一般 移転

東成 令和4年6月30日 令和4年4月28日
法人番号1120001221516
株式会社Ｆ－ｋｎｏｔ
ファミリーマート深江橋店

大阪市東成区深江北２丁目１
番１８号　ＡＱＵＡ　ＳＵＩＴＥ　Ｆ
ＵＫＡＥＢＡＳＨＩ　ＭＥＴＲＯ１階

小売 一般 新規

生野 令和4年6月1日 令和4年3月22日

法人番号4120001240752
株式会社Ｔ・ＳＡＷＡＤＡ
ファミリーマート生野巽中一
丁目店

大阪市生野区巽中１丁目２２
番２５号

小売 一般 法人成り等

酒 類 販 売 業 免 許 の 新 規 取 得 者 名 等 一 覧
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生野 令和4年6月1日 令和4年3月22日
法人番号4120001240752
株式会社Ｔ・ＳＡＷＡＤＡ
ファミリーマート生野巽西店

大阪市生野区巽西２丁目１２
番１９号

小売 一般 法人成り等

生野 令和4年6月1日 令和4年3月22日

法人番号4120001240752
株式会社Ｔ・ＳＡＷＡＤＡ
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 法人成り等

生野 令和4年6月13日 令和4年5月16日
善波　智恵子
国信酒店

大阪市生野区桃谷３丁目１１
番２０号

小売 一般 相続

生野 令和4年6月24日 令和4年5月20日
法人番号9120001217143
株式会社ＩＲＩＳ

大阪市生野区巽南１丁目７番
１７号

卸売 輸出入 条件緩和

生野 令和4年6月27日 令和4年6月2日
西口　嘉和
西口商店

大阪市生野区小路１丁目２２
番１０号

小売 一般 相続

旭 令和4年6月9日 令和4年5月6日
法人番号6120001000931
株式会社ニューマルシェ
ニューマルシェＰＬＵＳ

大阪市旭区千林１丁目１０番
１１号

小売 一般 新規

旭 令和4年6月16日 令和4年4月27日
木林　俊二
ワインバーＧ

大阪市都島区片町２丁目５番
７号　ロッソ京橋４階

小売 一般 新規

旭 令和4年6月16日 令和4年4月21日
法人番号1120001146267
株式会社ＳＴＡＮＤＡＲＴＨ
ＢＡＹＵ　ＳＴＯＲＥ

大阪市旭区新森３丁目１７番
１３号

小売
通信販

売
新規

旭 令和4年6月23日 令和3年12月17日

法人番号9120001030612
株式会社コクミン
コクミンドラッグ京橋駅構内
店

大阪市都島区東野田町２丁
目１番３８号　京阪京橋駅３階
コンコース内

小売 一般 新規

旭 令和4年6月23日 令和4年3月17日

法人番号8120001103947
デルソル株式会社
セブン－イレブンＮＴＴ西日本
本社ビル店

大阪市都島区東野田町４丁
目１５番８２号　ＮＴＴ　ＷＥＳＴ
ｉ－ＣＡＭＰＵＳ　Ａ棟３階

小売 一般 新規

旭 令和4年6月23日 令和4年3月28日
法人番号6120001018791
株式会社万代
株式会社万代　都島友渕店

大阪市都島区友渕町３丁目２
番１号

小売 一般 新規

旭 令和4年6月23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　京橋
本店

大阪市都島区東野田町３丁
目１１番１号　京橋リージェント
ビル１階

小売 一般 新規

旭 令和4年6月23日 令和4年4月27日
法人番号2120001007633
三友商事株式会社

大阪市都島区東野田町１丁
目２０番１１号　三友ビル１階

小売 一般 新規

城東 令和4年6月21日 令和4年2月18日
法人番号5120001227658
株式会社ＨＩＮＯＫＩＳＨＩＮ

大阪市城東区中央２丁目３番
２０－１４１６号

小売 一般 新規

住吉 令和4年6月17日 令和4年5月18日
法人番号5120001196754
東山商事株式会社

大阪市住之江区南港東４丁
目５番２３号　大阪南港配送
センターＣ棟２０２号室

卸売 輸出入 移転

住吉 令和4年6月28日 令和4年6月9日
法人番号7120001198402
玉置商事株式会社

大阪市住吉区山之内４丁目１
７番１０号２０２号室

卸売 輸出入 新規

東住吉 令和4年6月1日 令和4年3月24日

法人番号4120001240752
株式会社Ｔ・ＳＡＷＡＤＡ
ファミリーマート加美正覚寺
店

大阪市平野区加美正覚寺１
丁目７番７号

小売 一般 法人成り等

西成 令和4年6月9日 令和4年5月9日
山中　ユタカ
山中酒店

大阪市西成区岸里東１丁目１
１番１１号

小売 一般 相続

西成 令和4年6月16日 令和4年5月19日

法人番号1120001125386
ＭＴＭ　ＪＡＰＡＮ株式会社
ＭＴＭ　ＪＡＰＡＮ株式会社
営業所兼倉庫

大阪市西成区梅南２丁目４番
２６号

小売 一般 移転

東淀川 令和4年6月1日 令和4年3月31日
谷口　博史
ローソン加島駅前店

大阪市淀川区加島３丁目中２
番１６号

小売 一般 新規

東淀川 令和4年6月1日 令和4年3月31日
谷口　博史
ローソン加島四丁目店

大阪市淀川区加島４丁目１４
番５号

小売 一般 新規

東淀川 令和4年6月21日 令和4年5月30日
法人番号8120001115728
株式会社ロジック・マイスター
イタリアンワイン　ピーニャ

大阪市淀川区東三国２丁目２
８番１０号

小売
通信販

売
移転
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東淀川 令和4年6月28日 令和4年5月19日
法人番号9120001244229
株式会社ブリッジ

大阪市東淀川区東中島１丁
目２０番１２号　ユニゾーン新
大阪１０１３号室

卸売 輸出入 新規

東淀川 令和4年6月28日 令和4年4月21日
法人番号8010401157496
株式会社ＷakeAi

大阪市淀川区宮原４丁目４番
６４号　新大阪千代田ビル７
階Ｇ号室

小売
通信販

売
新規

北 令和4年6月14日 令和4年4月28日
法人番号8120001214637
細田株式会社

大阪市北区西天満５丁目１５
番７号　３階から５階

卸売 輸出入 新規

北 令和4年6月14日 令和4年3月14日
法人番号8120001195745
株式会社ＡＮＤ　ＳＰＡＣＥ
扇町裏醗酵所

大阪市北区天神橋３丁目１０
番１７号　天神橋ビル２階

小売 一般 新規

北 令和4年6月21日 令和4年5月27日
法人番号9120001042608
キャビン株式会社
キャビンリカー

大阪市北区梅田１丁目２番２
－Ｂ２００号（１号室）　大阪駅
前第２ビル地下２階１号室

小売 一般 新規

北 令和4年6月21日 令和4年6月3日

法人番号4120001145175
山中酒の店株式会社
山中酒の店　エキマルシェ大
阪

大阪市北区梅田３丁目１番１
号　エキマルシェ大阪１６９区
画

小売 一般 新規

北 令和4年6月28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　阪急
東中通店

大阪市北区堂山町８番９号
小寺堂山ビルⅡ

小売 一般 新規

北 令和4年6月28日 令和4年5月24日
法人番号4120001069993
株式会社プランニングキュー
ビック

大阪市北区天満１丁目１６番
７号　ビルキューブ２階

小売
一般・
通信販

売
新規

北 令和4年6月28日 令和4年5月25日
法人番号3120001194124
株式会社Ｃｒｏｓｓｒｏａｄｓ　Ｍａ
ｋｏｔｏ

大阪市北区西天満２丁目６番
８号　堂島ビルヂング２階２０
４号

小売
一般・
通信販

売
新規

大淀 令和4年6月8日 令和4年4月27日
田中　利幸
セブン－イレブン大阪中崎町
店

大阪市北区中崎１丁目９番９
号

小売 一般 事業譲渡

大淀 令和4年6月29日 令和4年4月8日
法人番号4120001193604
株式会社ＰＯＧＯ
Ｈｉｐｐｏ

大阪市北区豊崎４丁目１１番
１１号　ユーハイツ１階

小売 一般 新規

大淀 令和4年6月29日 令和4年4月18日

法人番号6011401023269
キルフェボン株式会社
キルフェボン　グランフロント
大阪店

大阪市北区大深町４番２０号
グランフロント大阪南館２階区
画番号０２２３～０２２５

小売 一般 新規

東 令和4年6月13日 令和4年5月18日
法人番号7120001204127
株式会社ＡＲＩＳＴＯＮ　ＩＮＴＥ
ＲＮＡＴＩＯＮＡＬ

大阪市中央区高麗橋２丁目２
番７号　東栄ビル２０３号室

小売
一般・
通信販

売
新規

東 令和4年6月14日 令和4年3月14日

法人番号8120001187783
株式会社ＳＩパートナーズ
株式会社ＳＩパートナーズ　Ａ
ｒｃｈｍａｌｌ

大阪市中央区森ノ宮中央２丁
目４番６号　亀井ビル２階２０
３号室

卸・小
売

輸出
入・一
般・通
信販売

新規

東 令和4年6月15日 令和4年4月8日

法人番号3120001185544
株式会社ＣＡＳＴ
ファミリーマート内久宝寺町
三丁目店

大阪市中央区内久宝寺町３
丁目４番４号　文友社ビル１
階

小売 一般 新規

東 令和4年6月20日 令和4年4月15日

法人番号8120001031074
株式会社銭家
ファミリーマート伏見町四丁
目店

大阪市中央区伏見町４丁目１
番１号　明治安田生命大阪御
堂筋ビル１階

小売 一般 新規

東 令和4年6月20日 令和4年5月31日

法人番号8120001048242
株式会社ユニテックス
株式会社ユニテックス　酒類
販売部

大阪市中央区北浜３丁目１番
２２号　あいおいニッセイ同和
損保淀屋橋ビル４階

小売
通信販

売
移転

南 令和4年6月1日 令和4年5月9日
法人番号3120001243525
株式会社Ｙ’ｓ　Ｇｒｏｕｐ

大阪市中央区南船場２丁目１
０番２７号　ＫＡＺＵ．ＩＴ．ＢＵＩＬ
ＤＩＮＧ９０２号

小売
通信販

売
新規

南 令和4年6月2日 令和4年4月18日
法人番号4120001170784
株式会社Ｂｉｃ　Ｔｒａｄｉｎｇ
香港飯店０４１０道頓堀店

大阪市中央区心斎橋筋２丁
目４番４号　日総四国ビル１
階

小売 一般 新規

南 令和4年6月2日 令和4年4月19日
法人番号4120001170784
株式会社Ｂｉｃ　Ｔｒａｄｉｎｇ
ハンシンポチャ道頓堀店

大阪市中央区宗右衛門町３
番７号　ＢＲＡＶＩ宗右衛門町１
階ＡＢＣ号室

小売 一般 新規
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南 令和4年6月3日 令和4年3月29日

法人番号1150001024305
アメネスク株式会社
アメネスク株式会社　大阪事
務所

大阪市中央区東平２丁目３番
２２号　東平西原ハイツ１階

小売
一般・
通信販

売
新規

南 令和4年6月6日 令和4年4月1日

法人番号2010001133572
株式会社カンデオ・ホスピタ
リティ・マネジメント
カンデオホテルズ大阪なん
ば

大阪市中央区東心斎橋２丁
目２番５号　カンデオホテルズ
大阪なんば１階

小売 一般 新規

南 令和4年6月13日 令和4年6月2日
法人番号4120001194825
株式会社豊和

大阪市中央区南船場１丁目３
番１４号　ストークビル南船場
１００８号室

小売 一般 移転

南 令和4年6月17日 令和4年6月2日
法人番号5120001181855
株式会社Ｅ－ＨＯＵＳＥ

大阪市中央区島之内１丁目１
３番３１号　建築金物ビル１階

卸売 輸出入 移転

南 令和4年6月28日 令和4年5月20日
法人番号6120003018204
ＬＫ合同会社
Ｍｏｕｎｔａｉｎ

大阪市中央区谷町６丁目１８
番２２号　アスヴェル心斎橋東
ステーションフロント２００号室

卸・小
売

洋酒・
輸出
入・一
般・通
信販売

新規

南 令和4年6月29日 令和4年5月12日
法人番号6120001238274
株式会社ＬＫＭ
ＬＥＥＭＡＲＴ御堂筋店

大阪市中央区心斎橋筋２丁
目４番２号　グルカスシティビ
ル１階

小売 一般 新規

堺 令和4年6月1日 令和4年5月19日
法人番号3120101056752
上神谷営業株式会社
上神谷Ｓ．Ｄ．ショップ

堺市南区庭代台３丁１４番３９
号

小売
一般・
通信販

売
移転

堺 令和4年6月1日 令和4年4月28日
法人番号4120105008906
堺酒販協同組合

堺市堺区南安井町５丁２番８
号

小売 一般 条件緩和

堺 令和4年6月6日 令和4年3月22日
法人番号2120001233733
株式会社百優
百優ストア

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6月10日 令和4年5月9日
城　敏之
トラとウサギの茶飯事

堺市堺区二条通２番１８号 小売 一般 新規

堺 令和4年6月21日 令和4年5月26日

法人番号7120001111769
グランマルシェ株式会社
世界の酒グランマルシェ堺
東店

堺市堺区北瓦町２丁３番２５
号　ＫＭビル堺東１階

小売 一般 新規

岸和田 令和4年6月8日 令和4年4月13日
法人番号6300001004245
ダイレックス株式会社
ダイレックス岸和田中井店

岸和田市中井町１丁目４番２
１号

小売 一般 新規

岸和田 令和4年6月29日 令和4年4月13日
古宮　宏幸
つばさ屋

貝塚市地蔵堂１１１番地１ 小売 一般 新規

豊能 令和4年6月1日 令和4年3月29日
永井　洋子
ファミリーマート箕面白島店

箕面市白島２丁目２９番１９号 小売 一般 事業譲渡

豊能 令和4年6月10日 令和4年4月22日

法人番号7120902006299
有限会社阪口商店
ローソン豊中利倉東一丁目
店

豊中市利倉東１丁目１７番２０
号

小売 一般 新規

豊能 令和4年6月28日 令和4年5月6日

法人番号9120902016767
有限会社啓康商会
セブン－イレブン箕面牧落１
丁目店

箕面市牧落１丁目８番２２号 小売 一般 新規

吹田 令和4年6月1日 令和4年3月22日
黒田　嘉幸
ミニストップ摂津鳥飼本町店

摂津市鳥飼本町５丁目９番９
号

小売 一般 新規

吹田 令和4年6月1日 令和4年4月8日

法人番号2120901020388
株式会社ｈｉｔｏｔｏｋｉ
ローソン吹田山田西四丁目
店

吹田市山田西４丁目１番２０
号

小売 一般 新規

泉大津 令和4年6月8日 令和4年4月15日
法人番号9290001025414
株式会社コスモス薬品
ドラッグコスモス忠岡店

泉北郡忠岡町北出３丁目１番
１９号

小売 一般 新規

泉大津 令和4年6月21日 令和4年4月19日

法人番号7120103001414
合名会社奉英
セブン－イレブン和泉黒石町
店

和泉市黒石町７７１番地の１ 小売 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
卸小売
等区分

種　類
区　分

処理区分

泉大津 令和4年6月21日 令和4年5月6日
法人番号3011201013506
ファーマライズ株式会社
薬のヒグチ　アルザタウン店

泉大津市旭町２０番１号　ア
ルザタウン泉大津１階

小売 一般 新規

枚方 令和4年6月1日 令和4年3月29日

法人番号3122001007703
株式会社モリカワ
ファミリーマート寝屋川黒原
橘町店

寝屋川市黒原橘町２３番１０
号

小売 一般 新規

枚方 令和4年6月3日 令和4年4月19日
法人番号5120001229051
株式会社Ｐｒｏｇｒｅｓｓ８
韓国屋台パルポチャ

寝屋川市下神田町２７番１５
号

小売 一般 新規

茨木 令和4年6月1日 令和4年3月22日

法人番号2120901000968
株式会社ジェイズ・コーポ
レーション
本店

茨木市畑田町１０番１７号 小売
一般・
通信販

売
新規

茨木 令和4年6月3日 令和4年3月23日
法人番号7120902010516
有限会社靜峰商事
ＷＩＮＥ　ＤＡＹ

高槻市登美の里町１４番１２
号

小売
一般・
通信販

売
新規

茨木 令和4年6月8日 令和4年3月31日

法人番号3030001002411
ウエルシア薬局株式会社
ウエルシア茨木沢良宜東町
店

茨木市沢良宜東町４番３７号 小売 一般 新規

茨木 令和4年6月14日 令和4年5月19日
法人番号9120001001646
株式会社カノー
食品館アプロ柱本店

高槻市柱本新町７番１０号 小売 一般 移転

茨木 令和4年6月20日 令和4年4月15日

法人番号3030001002411
ウエルシア薬局株式会社
ウエルシア阪急茨木市駅東
口店

茨木市舟木町２番４号 小売 一般 新規

八尾 令和4年6月7日 令和4年4月18日
法人番号1120101057810
エイチワークス株式会社
Ｐａｎｃｈａ２アリオ八尾店

八尾市光町２丁目３番地 小売 一般 新規

八尾 令和4年6月14日 令和4年4月19日
法人番号2120001135005
株式会社陽
平野クラス八尾店

八尾市北本町２丁目１２番３２
号　メゾンエスポワール１階

小売 一般 新規

八尾 令和4年6月21日 令和4年4月27日
法人番号5122001025133
株式会社Ｌｉｋｅ　ｃｏｍｐａｎｙ
ローソン近鉄八尾駅店

八尾市北本町２丁目１番地
ペントプラザ八尾Ｃ－５－１

小売 一般 新規

泉佐野 令和4年6月2日 令和4年3月30日
玉置　明美
ファミリーマート泉南幡代店

泉南市幡代１丁目９番３号 小売 一般 新規

泉佐野 令和4年6月2日 令和4年5月11日
清原　洋子
利八酒店

泉南郡熊取町大久保南２丁
目２９番１号

小売 一般 相続

泉佐野 令和4年6月23日 令和4年4月12日
法人番号2220001008745
株式会社クスリのアオキ
クスリのアオキ阪南鳥取店

阪南市鳥取２５８番地の１ 小売 一般 新規

泉佐野 令和4年6月23日 令和4年5月26日
脇田　博之
ＭＩＹＡＭＡＥ

泉南市樽井５丁目１８番３０号 小売 一般 移転

富田林 令和4年6月1日 令和4年5月9日
法人番号1120101065292
内海グローバル株式会社
ＳＨＯ－ＫＹＵ　ＭＡＲＴ

富田林市若松町西１丁目１８
０９番１号　本松葉ビル２００
号

小売 一般 法人成り等

富田林 令和4年6月8日 令和4年4月12日
法人番号6120001021523
株式会社ブンカ
シャトレーゼ富田林店

富田林市若松町西２丁目１７
００番１

小売 一般 新規

富田林 令和4年6月8日 令和4年4月25日
法人番号7180301016951
株式会社スギ薬局
スギドラッグ藤井寺駅前店

藤井寺市岡２丁目８番４１号
ソリヤ１階

小売 一般 新規

富田林 令和4年6月9日 令和4年5月18日
植野　哲史
植寅農園

羽曳野市駒ヶ谷１４５６番地１ 小売 一般 事業譲渡

富田林 令和4年6月23日 令和4年4月28日
菅原　裕己
道の駅ちはやあかさか

南河内郡千早赤阪村大字二
河原邊７番地

小売 一般 新規

富田林 令和4年6月24日 令和4年6月6日
桝田　秀二
桝田米穀店

藤井寺市惣社１丁目１２番５９
号

小売 一般 新規

門真 令和4年6月1日 令和4年3月29日

法人番号6120002080493
有限会社コロコロ
ファミリーマート四條畷しとみ
や店

四條畷市蔀屋本町１３番１１
号

小売 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
卸小売
等区分

種　類
区　分

処理区分

門真 令和4年6月1日 令和4年4月27日

法人番号1010001088181
株式会社セブン－イレブン・
ジャパン
セブン－イレブン守口金田町
２丁目店

守口市金田町２丁目６３番１０
号

小売 一般 新規

門真 令和4年6月15日 令和4年4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
ココカラファインエル西三荘
店

門真市元町２８番２０号 小売 一般 移転

門真 令和4年6月29日 令和4年4月22日

法人番号9010001060208
株式会社ライフコーポレー
ション
ライフ守口滝井店

守口市文園町９番２７号 小売 一般 新規

東大阪 令和4年6月7日 令和4年4月18日

法人番号3010001200074
株式会社Ｒｅｃａｍｐ
東大阪市立野外活動セン
ター

東大阪市六万寺町１－１６６８ 小売 一般 新規

東大阪 令和4年6月8日 令和4年6月2日
法人番号4122002002990
有限会社谷室商店
谷室商店

東大阪市足代北１丁目１番４
号

小売 一般 移転

東大阪 令和4年6月10日 令和4年4月7日

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

東大阪市長堂１丁目５番６号
布施駅前セントラルビル地下
１階

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。


