
 当局管内の大阪府における、令和4年8月1日から令和4年8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。

大阪福
島

令和4年8月1日 令和4年5月18日
山上　敬
セブン－イレブン野田阪神駅
北店

大阪市福島区海老江２丁目３
番２０号

小売 一般 移転

西 令和4年8月19日 令和4年6月23日
法人番号8120001129744
株式会社華領
華領本社

大阪市西区阿波座１丁目１１
番１７号　西本町有楽ビル３
階

卸売 輸出入 条件緩和

西 令和4年8月22日 令和4年7月15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 一般 条件緩和

天王寺 令和4年8月24日 令和4年6月21日
太田　雅己
ハレルヤジャパン

大阪市天王寺区上汐４丁目３
番１４号

小売
通信販

売
新規

天王寺 令和4年8月24日 令和4年7月6日
法人番号9120001126823
共栄国際株式会社

大阪市天王寺区東高津町１１
番７号　上本町グランディムビ
ル７階

卸・小
売

洋酒・
一般

条件緩和

天王寺 令和4年8月29日 令和4年7月5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

卸売
洋酒・
輸出入

条件緩和

浪速 令和4年8月1日 令和4年6月21日

法人番号5120001246204
株式会社タナカ
セブン－イレブン大阪大国町
駅南店

大阪市浪速区大国町１丁目７
番１６号　スプランディッド難波
ＳＯＵＴＨ１階

小売 一般 法人成り等

浪速 令和4年8月1日 令和4年6月21日

法人番号5120001246204
株式会社タナカ
セブン－イレブン大阪日本橋
東３丁目店

大阪市浪速区日本橋東３丁
目８番１０号

小売 一般 法人成り等

浪速 令和4年8月5日 令和4年6月16日
法人番号3120001193605
株式会社ＵＬＴＲＡ　ＭＡＲＫＥ
Ｔ

大阪市浪速区日本橋４丁目８
番１０号　三鑛ビル１階及び６
階

小売 一般 新規

浪速 令和4年8月8日 令和4年7月4日

法人番号3011501026249
株式会社カクヤス
なんでも酒やカクヤス　日本
橋オタロード店

大阪市浪速区難波中２丁目４
番１２号　ティタカラナビル１階

小売 一般 移転

浪速 令和4年8月23日 令和4年5月11日
法人番号6120001222947
新宇株式会社

大阪市浪速区日本橋５丁目６
番２２号　ラパレス日本橋６階

卸・小
売

輸出
入・一

般
新規

旭 令和4年8月4日 令和4年5月13日
森山　泰朗
パン工房　ＦＵＮ　ＦＡＲＥ

大阪市都島区高倉町１丁目１
番１６号　１階

小売 一般 新規

旭 令和4年8月12日 令和4年6月23日
法人番号2120001167130
株式会社デリシャステイク
デリシャステイク

大阪市旭区中宮１丁目７番１
６号　３階

卸・小
売

洋酒・
一般・
通信販

売

新規

城東 令和4年8月1日 令和4年5月31日
 村　公秀
ファミリーマート城東中央二
丁目店

大阪市城東区中央２丁目８番
１５号

小売 一般 新規

阿倍野 令和4年8月1日 令和4年6月21日

法人番号5120001246204
株式会社タナカ
セブン－イレブン大阪松崎町
２丁目店

大阪市阿倍野区松崎町２丁
目１０番５号

小売 一般 法人成り等

阿倍野 令和4年8月31日 令和4年7月25日
直井　勝
直井商店

大阪市阿倍野区旭町１丁目２
番７号

小売 一般 相続

住吉 令和4年8月9日 令和4年5月9日
松田　康孝
ファミリーマート長居東三丁
目店

大阪市住吉区長居東３丁目４
番１１号

小売 一般 事業譲渡

酒 類 販 売 業 免 許 の 新 規 取 得 者 名 等 一 覧
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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
卸小売
等区分
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住吉 令和4年8月9日 令和4年6月29日
吉田　ミカ
ファミリーマート住之江公園
駅西店

大阪市住之江区新北島１丁
目３番３１号

小売 一般 事業譲渡

住吉 令和4年8月26日 令和4年6月16日

法人番号9120001195414
株式会社Ｒｉｎｋｏｃｋ　Ｊａｐａｎ
セブン－イレブン南港ポート
タウン前店

大阪市住之江区南港中４丁
目８番９号

小売 一般 移転

東住吉 令和4年8月4日 令和4年7月4日
足立　茂美
足立商店

大阪市東住吉区今川６丁目４
番１８号

小売 一般 相続

東住吉 令和4年8月10日 令和4年6月28日
吉田　ミカ
ファミリーマート加美駅南店

大阪市平野区加美鞍作１丁
目４番１号

小売 一般 事業譲渡

東住吉 令和4年8月10日 令和4年6月23日

法人番号8160001020825
株式会社プラスワン
買取専門店　大吉　イオン長
吉店

大阪市平野区長吉長原西１
丁目１番１０号　イオン長吉店
２階区画Ｎｏ．２１１

小売
通信販

売
新規

東住吉 令和4年8月31日 令和4年6月30日
法人番号9120001138918
恒源商事株式会社

大阪市東住吉区今林２丁目１
０番１４号

卸・小
売

輸出
入・一

般
新規

西成 令和4年8月9日 令和4年7月8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

卸売 輸出入 条件緩和

西成 令和4年8月10日 令和4年6月29日
吉田　ミカ
ファミリーマート天下茶屋三
丁目店

大阪市西成区天下茶屋３丁
目２８番１６号

小売 一般 事業譲渡

西成 令和4年8月17日 令和4年7月20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

卸売
店頭販

売
条件緩和

西成 令和4年8月17日 令和4年6月17日
法人番号1120001242405
株式会社Ｍ’ｚ

大阪市西成区長橋３丁目５番
３４号

小売
通信販

売
新規

東淀川 令和4年8月5日 令和4年5月10日
法人番号1120001043209
株式会社光洋
ＫＯＨＹＯ阪急三国店

大阪市淀川区新高３丁目６番
１７号

小売 一般 新規

東淀川 令和4年8月9日 令和4年6月24日
法人番号8120001115728
株式会社ロジック・マイスター
イタリアワイン　ピーニャ

大阪市淀川区東三国２丁目２
８番１０号

小売 一般 条件緩和

東淀川 令和4年8月9日 令和4年7月12日
法人番号4120001121944
株式会社Ｗｉｓｆｉｔ＆Ｃｏ．
Ｗｉｓｆｉｔ＆Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ

大阪市淀川区東三国６丁目２
１番８号　クレイドル東三国１
０１号

卸・小
売

輸出
入・一

般
移転

北 令和4年8月9日 令和4年6月8日
法人番号7120001178619
ケムリプロダクツ株式会社

大阪市北区天神橋３丁目１１
番３４号　北辰ビル２階

小売 一般 新規

北 令和4年8月16日 令和4年6月16日
本田　禎子
ビギナーズ・マム

大阪市北区西天満３丁目１４
番９号　第三三貴ビル２階

小売
一般・
通信販

売
新規

北 令和4年8月31日 令和4年6月28日
小林　尊久
スリーピース

大阪市北区堂島１丁目３番９
号　日宝堂島センタービルＢＦ
９－１０

小売
一般・
通信販

売
新規

北 令和4年8月31日 令和4年7月22日
法人番号7010401042146
ＲＳＮ　Ｊａｐａｎ　株式会社
ＲＩＥＤＥＬ　大阪店

大阪市北区梅田２丁目２番２
２号　梅田阪神第２ビルディン
グ　ハービスＰＬＡＺＡ　ＥＮＴ３
階Ⅱ－０３０２号

小売 一般 新規

大淀 令和4年8月1日 令和4年5月25日
法人番号6130001018691
株式会社高倉不動産
ボトルオフ　天神橋本店

大阪市北区天神橋５丁目６番
５号

卸・小
売

洋酒・
一般・
通信販

売

法人成り等

大淀 令和4年8月10日 令和4年6月29日
藤信　賢司
藤信酒店

大阪市北区本庄東１丁目２０
番１５号

小売 一般 相続

大淀 令和4年8月10日 令和4年6月23日
法人番号9140001083757
ヤンマーマルシェ株式会社

大阪市北区茶屋町１番３２号
（７階執務室内）

小売
通信販

売
条件緩和

大淀 令和4年8月17日 令和4年5月12日
法人番号8120001240534
株式会社Ｃｏｎｎｅｃｔ　Ｗｏｒｌｄ
Ｙｏｓｈｉ

大阪市北区中津３丁目２９番
３５号　オーブラン中津４０５号
室

小売
通信販

売
新規

東 令和4年8月1日 令和4年6月13日
法人番号4120001062197
株式会社家族亭

大阪市中央区安土町２丁目３
番１３号　大阪国際ビルディン
グ３０階

小売 一般 移転
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東 令和4年8月16日 令和4年6月17日
神田　ゆかり
アトリエワイズ

大阪市中央区平野町２丁目２
番７号　北浜コンソール８０１
号室

小売 一般 新規

東 令和4年8月23日 令和4年6月24日
法人番号1120001200494
株式会社ミクニ
株式会社ミクニ　本社

大阪市中央区東高麗橋５番１
２号

小売 一般 条件緩和

東 令和4年8月30日 令和4年8月24日
法人番号2120001154351
イワタニアイコレクト株式会
社

大阪市中央区安土町３丁目２
番１４号　イワタニ第二ビル８
階

小売 一般 移転

東 令和4年8月30日 令和4年7月20日
法人番号2120001242610
株式会社葉山エンタープライ
ズ

大阪市中央区本町４丁目２番
１２号　野村不動産御堂筋本
町ビル９階Ｔ２６

小売
通信販

売
条件緩和

南 令和4年8月3日 令和4年6月23日
法人番号9120001245276
ＨＴＳ　ＪＡＰＡＮ株式会社

大阪市中央区島之内２丁目１
２番１６号　八代ビル３階

卸・小
売

輸出
入・一

般
新規

南 令和4年8月5日 令和4年6月22日

法人番号9010001003835
ジュピターコーヒー株式会社
ジュピター　なんばウォーク
店

大阪市中央区難波１丁目　虹
のまち３－２号

小売 一般 新規

南 令和4年8月9日 令和4年6月30日
法人番号4120001193604
株式会社ＰＯＧＯ
酒屋ポゴジロー

大阪市中央区安堂寺町２丁
目３番１４号

小売 一般 新規

南 令和4年8月19日 令和4年7月22日

法人番号9120001198887
株式会社フォレストドラッグ
フォレストドラッグ宗右衛門
町店

大阪市中央区宗右衛門町７
番１８号　ピジェブラン宗右衛
門町ビル１階

小売 一般 新規

南 令和4年8月25日 令和4年7月28日
法人番号9120003007690
ＪＮグローバル合同会社
なんばウォーク　韓ｔｉｍｅ

大阪市中央区難波１丁目　虹
のまち３－４号

小売 一般 新規

南 令和4年8月30日 令和4年7月25日
法人番号8120001218646
哲明商事株式会社

大阪市中央区谷町７丁目１番
３９号　新谷町第２ビル３０９
号室及び３１０号室

卸・小
売

輸出
入・一

般
新規

堺 令和4年8月1日 令和4年5月18日
法人番号3030001002411
ウエルシア薬局株式会社
ウエルシア堺鳳中町店

堺市西区鳳中町７丁３番１号 小売 一般 移転

堺 令和4年8月2日 令和4年6月1日
山本　賢治
ＹＵＲＡＧＩ　ＯＵＴＤＯＯＲ

堺市西区鳳北町１０丁４８番
地　１０１号

小売 一般 新規

堺 令和4年8月10日 令和4年6月17日
法人番号4120001243929
株式会社ＭＵＳＵＢＩ

堺市東区八下町２丁９４番地
１

卸・小
売

洋酒・
一般

新規

堺 令和4年8月26日 令和4年7月19日

法人番号2122001027248
株式会社エバーチェンジ
買取専門店　大吉　堺・トナ
リエ栂・美木多店

堺市南区原山台２丁２番１号
トナリエ栂・美木多１階１－４

卸売 洋酒 条件緩和

岸和田 令和4年8月10日 令和4年6月20日
法人番号8120101037608
株式会社北海鉄工所
リンカイベース・アンド・ラボ

岸和田市臨海町７番地１ 小売 一般 新規

岸和田 令和4年8月17日 令和4年6月24日
法人番号8120101038853
シニオン株式会社

岸和田市中井町３丁目９番２
１号

卸売 輸出入 新規

豊能 令和4年8月2日 令和4年6月30日
法人番号7120901045521
株式会社ハピネストライフ
サウードゥ

豊中市庄内幸町４丁目１３番
Ａ　月光マンション１階３号室

小売
通信販

売
新規

豊能 令和4年8月23日 令和4年6月29日

法人番号2120901035147
株式会社寿夏
セブン－イレブン豊中服部本
町３丁目店

豊中市服部本町３丁目１２番
５号

小売 一般 新規

豊能 令和4年8月30日 令和4年7月14日

法人番号1010001088181
株式会社セブン－イレブン・
ジャパン
セブン－イレブン箕面粟生間
谷東店

箕面市粟生間谷東１丁目３１
番２０号

小売 一般 新規

吹田 令和4年8月17日 令和4年7月6日
法人番号5120001055464
株式会社サンディ
サンディ岸部北店

吹田市岸部北４丁目１４番２０
号

小売 一般 新規
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吹田 令和4年8月24日 令和4年6月23日

法人番号3120903000049
合資会社リシェス
セブン－イレブン吹田山田西
店

吹田市山田東１丁目１０番１１
号

小売 一般 移転

枚方 令和4年8月8日 令和4年6月17日
法人番号3120001150151
株式会社徳田

枚方市楠葉中町１１番１０号 卸売 洋酒 条件緩和

枚方 令和4年8月8日 令和4年6月17日
法人番号7120001150172
株式会社ドン

枚方市楠葉中町１１番１０号 卸売 洋酒 条件緩和

枚方 令和4年8月8日 令和4年6月24日
法人番号8120002075327
有限会社ユケン
アウグスライン

枚方市招堤大谷３丁目４番１
号

小売 一般 新規

枚方 令和4年8月26日 令和4年6月27日
越後谷　晋
セブン－イレブン枚方香里ケ
丘店

枚方市香里ヶ丘３丁目２番１
号

小売 一般 移転

茨木 令和4年8月1日 令和4年5月25日
法人番号5120901030285
株式会社ＡＦＥＳ
ローソン新高槻城北店

高槻市城北町２丁目３番５号 小売 一般 新規

茨木 令和4年8月1日 令和4年5月25日
法人番号2010701019195
株式会社ローソン
ローソン高槻大冠一丁目店

高槻市大冠町１丁目６番３号 小売 一般 新規

茨木 令和4年8月1日 令和4年6月1日
大森　勝利
セブン－イレブン阪急茨木市
駅東店

茨木市双葉町４番２０号 小売 一般 新規

茨木 令和4年8月4日 令和4年5月25日
渡邊　晃三
ローソン南茨木阪急ビル１Ｆ
店

茨木市天王２丁目６番１５号 小売 一般 新規

茨木 令和4年8月17日 令和4年7月20日

法人番号2010701019195
株式会社ローソン
ローソン茨木五日市二丁目
店

茨木市五日市２丁目１７番１５
号

小売 一般 新規

八尾 令和4年8月1日 令和4年5月25日
法人番号5122001025133
株式会社Ｌｉｋｅ　ｃｏｍｐａｎｙ
ローソン八尾本町店

八尾市本町７丁目２番２３号 小売 一般 新規

八尾 令和4年8月1日 令和4年6月30日

法人番号1010001088181
株式会社セブン－イレブン・
ジャパン
セブン－イレブン松原高見の
里２丁目店

松原市高見の里２丁目３１番
６号

小売 一般 新規

八尾 令和4年8月1日 令和4年6月29日

法人番号7122001018688
シグマ薬品株式会社
スーパードラッグシグマ柏原
大県店

柏原市大県４丁目１７番７号 小売 一般 移転

八尾 令和4年8月10日 令和4年6月30日
山道　尚良
山道酒店

松原市別所５丁目１５番７号 小売 一般 相続

泉佐野 令和4年8月4日 令和4年6月23日
羽原　沙弥香
ＢＡＲＢＡＲＡ　ＣＯＦＦＥＥ

泉南市信達牧野２０２番地 小売 一般 新規

泉佐野 令和4年8月10日 令和4年7月21日
法人番号9140001024851
株式会社シュアレ
シャトレーゼ熊取店

泉南郡熊取町野田２丁目９番
１６号

小売 一般 新規

泉佐野 令和4年8月26日 令和4年7月29日
法人番号6120101064703
株式会社ＫＩＨＯＫａ

泉佐野市笠松１丁目７番１４
号

卸売 輸出入 移転

富田林 令和4年8月3日 令和4年6月1日
田中　博幸
セブン－イレブン富田林錦織
東店

富田林市錦織東１丁目２２番
１０号

小売 一般 事業譲渡

富田林 令和4年8月3日 令和4年6月1日
田中　博幸
セブン－イレブン富田林西口
店

富田林市甲田１丁目１番３２
号

小売 一般 事業譲渡

富田林 令和4年8月17日 令和4年6月9日
法人番号1012401000634
株式会社サンドラッグ
サンドラッグ今熊店

大阪狭山市今熊６丁目３５５
番１号

小売 一般 新規

富田林 令和4年8月31日 令和4年7月1日
田中　仁紀子
田中酒店

羽曳野市古市１丁目１番１７
号

小売 一般 相続

門真 令和4年8月24日 令和4年6月24日
木谷　燎
セブン－イレブン守口佐太東
町１丁目店

守口市佐太東町１丁目２３番
３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8月24日 令和4年6月8日

法人番号8120003015629
合同会社ＬＡＳＴ　ＳＵＭＭＥ
Ｒ
Ｌｕｘｕｒｙ　Ｌｉｑｕｏｒ　Ｓｈｏｐ　Ｇ
ＲＡＮＤ　ＳＬＡＭ

四條畷市雁屋西町４番１３号 小売
通信販

売
新規

門真 令和4年8月31日 令和4年6月13日
磨見　良幸
八雲酒店

守口市八雲東町２丁目５３番
５号　ＪＰアパートメント守口Ⅳ
４階４０６号室

小売
一般・
通信販

売
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。


