
 当局管内の大阪府における、令和4年7月1日から令和4年7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7月5日 令和4年5月27日
法人番号3120001173301
ジーテック・ジャポン株式会
社

大阪市西区立売堀６丁目２番
２１号

小売
通信販

売
移転

西 令和4年7月5日 令和4年5月2日
法人番号7120001206949
フードエージェントジャパン株
式会社

大阪市西区新町１丁目１９番
１４－３３０１号

卸・小
売

輸出
入・一

般
新規

西 令和4年7月7日 令和4年6月1日
法人番号7120001183981
三通国際物流株式会社

大阪市西区土佐堀１丁目６番
２０号　新栄ビル１１０３号

卸売 輸出入 新規

西 令和4年7月7日 令和4年6月10日
法人番号2120001120972
株式会社コスメステーション

大阪市西区境川２丁目３番２
０号

卸売 輸出入 新規

西 令和4年7月31日 令和4年5月27日
丸山　博之
ファミリーマート新町店

大阪市西区新町１丁目２４番
３号

小売 一般 新規

港 令和4年7月15日 令和4年6月6日

法人番号4120001023117
株式会社近鉄リテーリング
SEA　SAW ／ Ｃａｆｅ　Ｒ．Ｏ．
Ｆ

大阪市港区海岸通１丁目１番
１０号　海遊館エントランスビ
ル２階及び海遊館メインビル
４階

小売 一般 新規

西淀川 令和4年7月31日 令和4年5月26日

法人番号8120003012774
合同会社ユハ
ファミリーマート出来島二丁
目店

大阪市西淀川区出来島２丁
目４番２４号

小売 一般 新規

生野 令和4年7月4日 令和4年5月9日

法人番号1120001170738
株式会社ティオコーポレー
ション
ローソン中川西三丁目店

大阪市生野区中川西３丁目１
番２号

小売 一般 新規

阿倍野 令和4年7月4日 令和4年5月9日
辻本　晴夫
酒山

大阪市阿倍野区阪南町３丁
目１３番１５号

小売
一般・
通信販

売
新規

阿倍野 令和4年7月27日 令和4年6月1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ｅｋｉｍｏ天王
寺店

大阪市阿倍野区阿倍野筋１
丁目１番４８号　御堂筋線天
王寺駅地下１階コンコース

小売 一般 新規

住吉 令和4年7月1日 令和4年5月25日

法人番号3120101065010
久遠株式会社
ローソンストア１００住之江御
崎店

大阪市住之江区御崎６丁目１
番３号　タカラビル１階

小売 一般 法人成り等

住吉 令和4年7月10日 令和4年3月24日
法人番号9120001003898
株式会社とみづや
業務スーパー南津守店

大阪市住之江区北加賀屋３
丁目４番５号

小売 一般 移転

住吉 令和4年7月27日 令和4年6月2日

法人番号9290001025414
株式会社コスモス薬品
ドラッグコスモスポートタウン
店

大阪市住之江区南港中４丁
目８番４号

小売 一般 新規

住吉 令和4年7月27日 令和4年6月21日
法人番号7180301016951
株式会社スギ薬局
スギドラッグあびこ店

大阪市住吉区苅田７丁目１２
番３２号　あびこ駅前ビル１階

小売 一般 移転

東住吉 令和4年7月28日 令和4年6月22日
赤嶺　圭亮
ニッコリ価格

大阪市東住吉区駒川１丁目２
１番１４号　サンフラワー駒川
３０６号室

小売 一般 新規

西成 令和4年7月31日 令和4年5月30日
石井　保
ファミリーマート西成松二丁
目店

大阪市西成区松２丁目８番２
６号

小売 一般 新規
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東淀川 令和4年7月5日 令和4年5月31日

法人番号8010401031338
リードオフジャパン株式会社
リードオフジャパン　大阪支
店

大阪市淀川区西中島３丁目１
６番６号　三好第２ビル５階５
０３号室

卸売 輸出入 移転

北 令和4年7月1日 令和4年4月20日

法人番号4010401081444
サントリー株式会社
サントリー株式会社　近畿営
業本部

大阪市北区堂島浜２丁目１番
４０号　サントリービル５階及
び６階

卸・小
売

洋酒・
一般

法人成り等

北 令和4年7月1日 令和4年4月20日

法人番号4010401081444
サントリー株式会社
サントリー株式会社　近畿営
業本部

大阪市北区堂島浜２丁目１番
４０号　サントリービル５階及
び６階

媒介 法人成り等

大淀 令和4年7月1日 令和4年5月23日
法人番号4120901019437
阪急観光バス株式会社
ショップルナ

大阪市北区芝田１丁目１番３
号　阪急三番街北館地上１階
Ｎ０１－０４３号

小売 一般 新規

東 令和4年7月1日 令和4年4月27日
松本　勇斗
ファミリーマート常盤町二丁
目店

大阪市中央区常盤町２丁目３
番５号

小売 一般 新規

東 令和4年7月1日 令和4年4月27日
藤澤　陽三
フジサワ酒店

大阪市中央区内久宝寺町２
丁目６番９号

小売 一般 新規

南 令和4年7月1日 令和4年5月10日
谷口　光雄
ｃａｆ 　ａｎｄ　ｂｅｅｒ　ＡＲＣＡ→
ＡＲＣＨＡ

大阪市中央区難波千日前４
番３７号

小売
一般・
通信販

売
新規

南 令和4年7月25日 令和4年7月6日
法人番号5140001097430
日進株式会社

大阪市中央区南船場２丁目１
１番９号　チサンマンション心
斎橋７１０

卸売 輸出入 移転

南 令和4年7月25日 令和4年7月5日
法人番号6120001199038
愛華貿易株式会社

大阪市中央区南船場３丁目９
番４号　心斎橋青柳ビル４階

卸売
店頭販

売
条件緩和

堺 令和4年7月1日 令和4年5月25日
法人番号3120101065010
久遠株式会社
ローソン堺美原丹上店

堺市美原区丹上１０７番地１ 小売 一般 法人成り等

堺 令和4年7月1日 令和4年4月26日
 野　真紀
ローソン堺北長尾町二丁店

堺市北区北長尾町２丁５番１
５号

小売 一般 移転

堺 令和4年7月4日 令和4年5月6日
法人番号1120101023408
株式会社浦美術館

堺市西区浜寺船尾町東２丁２
１３番地

小売
通信販

売
新規

堺 令和4年7月5日 令和4年3月29日
浦上　愛子
ローソン堺竹城台二丁店

堺市南区竹城台２丁１番３０
号

小売 一般 新規

堺 令和4年7月20日 令和4年4月6日

法人番号6130001020185
株式会社奥田商店
株式会社奥田商店　大阪営
業所

堺市堺区南安井町６丁２番１
９号

小売 一般 移転

堺 令和4年7月30日 令和4年5月26日
藤川　和孝
セブン－イレブン堺東湊町６
丁店

堺市堺区東湊町６丁３３３番
地１

小売 一般 新規

岸和田 令和4年7月1日 令和4年5月25日

法人番号3120101065010
久遠株式会社
ローソンストア１００岸和田岸
城町店

岸和田市岸城町２番１号 小売 一般 法人成り等

岸和田 令和4年7月1日 令和4年5月25日

法人番号3120101065010
久遠株式会社
ローソンストア１００二色浜駅
前店

貝塚市澤６５１番地１２ 小売 一般 法人成り等

岸和田 令和4年7月1日 令和4年5月25日

法人番号3120101065010
久遠株式会社
ローソン南海岸和田駅南口
店

岸和田市宮本町４６番７号 小売 一般 法人成り等

豊能 令和4年7月1日 令和4年4月27日
法人番号5120901030285
株式会社ＡＦＥＳ
ローソン阪急豊中駅南店

豊中市本町１丁目２番３５号 小売 一般 新規

豊能 令和4年7月26日 令和4年5月16日
法人番号5120901020492
株式会社産地直送センター
ふるさと広場曽根店

豊中市曽根東町１丁目１０番
２４号　曽根東パークハイム１
０５号室

小売 一般 新規
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豊能 令和4年7月26日 令和4年5月20日
法人番号1430001010672
株式会社ツルハ
ツルハドラッグ豊中庄内南店

豊中市大黒町１丁目２番５号 小売 一般 新規

吹田 令和4年7月6日 令和4年5月18日
廣山　和男
ポッポ韓国フーズ

吹田市元町７番７号 小売 一般 新規

吹田 令和4年7月6日 令和4年6月8日
柴田　駿介
ａｍｂｅｅｒ

吹田市南吹田２丁目１６番２５
号

小売
通信販

売
条件緩和

吹田 令和4年7月27日 令和4年6月23日
法人番号1120901006628
三州食研株式会社
三州食研

吹田市江の木町２番２６号３０
１号室

卸・小
売

洋酒・
一般

移転

泉大津 令和4年7月20日 令和4年5月25日

法人番号1021001004499
株式会社ロピア
ロピア和泉中央ビバモール
店

和泉市唐国町３丁目１７番５６
号　ビバモール和泉中央店２
階

小売 一般 新規

泉大津 令和4年7月22日 令和4年5月12日
法人番号3030001002411
ウエルシア薬局株式会社
ウエルシア泉大津下条店

泉大津市下条町１７番１７号 小売 一般 新規

枚方 令和4年7月4日 令和4年5月2日
工藤　哲也
ファミリーマート枚方田口山
店

枚方市田口山２丁目３２番８
号

小売 一般 移転

枚方 令和4年7月5日 令和4年6月21日
法人番号9120002074732
有限会社ハリマフーヅ
ピザハット　交野店

枚方市茄子作東町２６番１２
号

小売 一般 新規

茨木 令和4年7月5日 令和4年4月13日

法人番号5010001043281
三井食品株式会社
三井食品株式会社　関西支
社高槻倉庫

高槻市南庄所町２２番５号
卸・小

売

全酒
類・一

般
移転

茨木 令和4年7月27日 令和4年5月26日
和田　一喜
ローソン高槻東上牧一丁目
店

高槻市東上牧１丁目１番１号 小売 一般 移転

八尾 令和4年7月5日 令和4年5月10日
法人番号3030001002411
ウエルシア薬局株式会社
ウエルシア八尾高美店

八尾市高美町３丁目２番１４
号

小売 一般 新規

八尾 令和4年7月28日 令和4年5月25日
髙橋　賢次
ローソン八尾陽光園二丁目
店

八尾市陽光園２丁目４番１２
号

小売 一般 移転

八尾 令和4年7月31日 令和4年5月24日
西川　昌一
ファミリーマート松原阿保三
丁目店

松原市阿保３丁目１番１９号 小売 一般 新規

八尾 令和4年7月31日 令和4年5月24日
森本　辰次
ファミリーマート八尾小畑町
店

八尾市小畑町４丁目１０６番
地の１

小売 一般 新規

泉佐野 令和4年7月31日 令和4年6月16日

法人番号2013301010706
株式会社ファミリーマート
ファミリーマート吉見の里南
店

泉南郡田尻町吉見１６７番１ 小売 一般 新規

富田林 令和4年7月31日 令和4年5月25日
西光　知世子
ファミリーマート羽曳野新町
店

羽曳野市西浦１２５３番地３ 小売 一般 新規

門真 令和4年7月1日 令和4年3月2日
坪　敏昭
セブン－イレブン門真下馬伏
店

門真市下馬伏町１１番１３号 小売 一般 新規

門真 令和4年7月1日 令和4年4月27日

法人番号1122001035400
株式会社ビバーチェ
ファミリーマートＪＲ四條畷駅
西口店

大東市北新町１８番１号 小売 一般 法人成り等

門真 令和4年7月1日 令和4年4月28日
法人番号7120002063159
株式会社Ｃａｃｔｕｓ
ローソン守口佐太中町店

守口市佐太中町４丁目２０番
１０号

小売 一般 移転

門真 令和4年7月27日 令和4年5月26日

法人番号6120001147384
株式会社いせや酒店
ローソン守口大久保町一丁
目店

守口市大久保町１丁目４５番
１１号

小売 一般 新規

門真 令和4年7月31日 令和4年5月30日
田中　愼太朗
ファミリーマート門真大橋店

門真市桑才町１８番２４号 小売 一般 新規
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東大阪 令和4年7月1日 令和4年5月25日
法人番号7180301016951
株式会社スギ薬局
スギドラッグ小阪駅東店

東大阪市小阪１丁目８番２１
号

小売 一般 新規

東大阪 令和4年7月1日 令和4年4月21日
法人番号1122001035400
株式会社ビバーチェ
ファミリーマート石切駅前店

東大阪市東石切町４丁目１４
番３８号

小売 一般 法人成り等

東大阪 令和4年7月1日 令和4年4月21日

法人番号1122001035400
株式会社ビバーチェ
ファミリーマート東石切公園
前店

東大阪市東石切町３丁目９番
１７号

小売 一般 法人成り等

東大阪 令和4年7月1日 令和4年4月26日
法人番号3030001002411
ウエルシア薬局株式会社
ウエルシア東大阪東山店

東大阪市東山町３番５号 小売 一般 移転

東大阪 令和4年7月27日 令和4年5月25日

法人番号6122001005679
株式会社ナトクッキングサー
ビス
ローソン東大阪稲田新町三
丁目店

東大阪市稲田新町３丁目１３
番１０号

小売 一般 新規

東大阪 令和4年7月31日 令和4年5月24日

法人番号6122002015867
有限会社マッセ
ファミリーマート近鉄河内小
阪駅南口店

東大阪市小阪本町１丁目４番
１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。


