
 当局管内の大阪府における、令和4年9月1日から令和4年9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。

西 令和4年9月1日 令和4年7月20日

法人番号4110001013829
アークランズ株式会社
スーパービバホーム大阪
ドームシティ店

大阪市西区千代崎３丁目南２
番６６号

小売 一般 法人成り等

西 令和4年9月1日 令和4年7月26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
通信販

売
条件緩和

西 令和4年9月8日 令和4年6月23日
法人番号4120001242955
株式会社ｕｍ
ｕｍ

大阪市西区靱本町１丁目１５
番１８号

小売
一般・
通信販

売
新規

西 令和4年9月15日 令和4年8月5日
法人番号5120001178199
ウィルクエスト株式会社
ヨルの部　物販コーナー

大阪市西区西本町１丁目６番
１９号　丹波屋ビル１階

小売 一般 新規

西 令和4年9月15日 令和4年7月29日
岩崎　吉伸
Ｓａｋｅ　ｃａｍｐ

大阪市西区土佐堀１丁目５番
２１－８０１号

小売
通信販

売
新規

西 令和4年9月26日 令和4年7月28日

法人番号4120001180957
カラビナフードワークス株式
会社
ＵＴＳＵＢＯ　ＢＡＫＥＲＹ　ＰＡ
ＮＥＮＡ

大阪市西区靱本町１丁目９番
１８号

小売 一般 新規

港 令和4年9月1日 令和4年6月27日
法人番号1021001004499
株式会社ロピア
ロピア大阪ベイタワー店

大阪市港区弁天１丁目２番３
号　大阪ベイタワーノース１階

小売 一般 法人成り等

港 令和4年9月1日 令和4年6月20日
畑　和能
畑酒店

大阪市大正区三軒家西１丁
目１７番１９号

小売 一般 移転

港 令和4年9月30日 令和4年8月18日
法人番号7120001211478
株式会社ＢＩＧＭＯＮ
ＢＩＧＭＯＮお酒取扱店

大阪市大正区泉尾１丁目３３
番２４号

卸・小
売

輸出
入・通
信販売

新規

西淀川 令和4年9月1日 令和4年6月21日
法人番号8260001003927
株式会社ワッツ西日本販売
ＦＬＥＴ’Ｓ姫島店

大阪市西淀川区姫島１丁目２
３番１８号

小売 一般 法人成り等

東成 令和4年9月7日 令和4年7月6日
法人番号6120001198320
日本国際物流株式会社

大阪市東成区大今里４丁目５
番２８号

卸・小
売

輸出
入・一

般
新規

東成 令和4年9月14日 令和4年8月8日
法人番号4120001225514
株式会社九天商事
九天本店

大阪市東成区大今里南２丁
目８番１７号　ハイマート今里
１階１０１号室

卸売 洋酒 条件緩和

生野 令和4年9月1日 令和4年6月21日
法人番号8260001003927
株式会社ワッツ西日本販売
ＦＬＥＴ’Ｓ生野店

大阪市生野区巽北４丁目１３
番１４号

小売 一般 法人成り等

生野 令和4年9月6日 令和4年7月25日
法人番号4122003000754
幸常商会合同会社
買取専門店　大吉　今里店

大阪市生野区新今里４丁目３
番１号

卸売 洋酒 条件緩和

城東 令和4年9月1日 令和4年6月21日
法人番号8260001003927
株式会社ワッツ西日本販売
ＦＬＥＴ’Ｓ関目店

大阪市城東区関目１丁目２番
１１号

小売 一般 法人成り等

城東 令和4年9月1日 令和4年6月24日
法人番号1021001004499
株式会社ロピア
ロピア鶴見島忠ホームズ店

大阪市鶴見区鶴見５丁目３番
３８号　島忠ホームズ鶴見店１
階

小売 一般 法人成り等

城東 令和4年9月30日 令和4年8月22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京
橋店

大阪市城東区蒲生１丁目１２
番１０号　１階１０３号室

小売 一般 新規
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住吉 令和4年9月1日 令和4年6月24日
法人番号9120002041245
有限会社ケイズリング
ローソン長居公園前店

大阪市住吉区長居東４丁目２
番３号

小売 一般 移転

住吉 令和4年9月2日 令和4年6月29日
城田　知美
Ｌａｕｌｅ’ａ　ｗｉｎｅ

大阪市住之江区西加賀屋４
丁目３番５－２０３号

小売
一般・
通信販

売
新規

住吉 令和4年9月6日 令和4年7月12日
法人番号1430001010672
株式会社ツルハ
ツルハドラッグ住吉千躰店

大阪市住吉区千躰２丁目１番
１号

小売 一般 新規

住吉 令和4年9月22日 令和4年6月24日
法人番号1120101053578
株式会社山西商事

大阪市住之江区新北島５丁
目３番１号

卸売
洋酒・
輸出入

新規

住吉 令和4年9月22日 令和4年8月4日
鍛冶野　由紀子
ローソン平林北二丁目店

大阪市住之江区平林北２丁
目９番１６６号

小売 一般 新規

住吉 令和4年9月22日 令和4年6月13日
法人番号3120101047834
キーソリューションズ株式会
社

大阪市住吉区上住吉２丁目１
３番１２号　レインボーマンショ
ン別邸１

小売
通信販

売
移転

住吉 令和4年9月28日 令和4年9月12日
法人番号8120001224306
株式会社雄風商事
雄風酒屋

大阪市住之江区新北島１丁
目７番３３号

小売 一般 移転

東住吉 令和4年9月1日 令和4年6月21日
法人番号8260001003927
株式会社ワッツ西日本販売
ＦＬＥＴ’Ｓ喜連瓜破店

大阪市平野区喜連４丁目８番
６３号　ビクトワール喜連１階

小売 一般 法人成り等

東住吉 令和4年9月1日 令和4年6月21日
法人番号8260001003927
株式会社ワッツ西日本販売
ＦＬＥＴ’Ｓ公園南店

大阪市東住吉区公園南矢田
２丁目２４番８号

小売 一般 法人成り等

東住吉 令和4年9月22日 令和4年7月21日
法人番号7180301016951
株式会社スギ薬局
スギドラッグ喜連店

大阪市平野区喜連７丁目９番
２１号

小売 一般 新規

東住吉 令和4年9月30日 令和4年7月28日
上野　磨紀
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 新規

東住吉 令和4年9月30日 令和4年8月29日

法人番号2013301010706
株式会社ファミリーマート
ファミリーマート平野西一丁
目店

大阪市平野区平野西１丁目５
番３１号

小売 一般 新規

西成 令和4年9月30日 令和4年8月4日
法人番号7120001207443
ライズライフ株式会社

大阪市西成区中開２丁目２番
３号　大国町エンビィマンショ
ン１階店舗号室

卸売 輸出入 新規

東淀川 令和4年9月1日 令和4年6月30日
佐藤　多一
ローソン新大阪セントラルタ
ワー店

大阪市淀川区西中島５丁目５
番１５号

小売 一般 新規

東淀川 令和4年9月1日 令和4年6月21日
法人番号8260001003927
株式会社ワッツ西日本販売
ＦＬＥＴ’Ｓ阪急三国店

大阪市淀川区三国本町３丁
目３７番１号　ヴュール阪急三
国２０１

小売 一般 法人成り等

東淀川 令和4年9月13日 令和4年7月20日

法人番号5120001245924
ライトユープロダクツ株式会
社
ライトユープロダクツ

大阪市淀川区宮原１丁目３番
３号　新大阪土井コーポ１階１
０５号室

卸・小
売

洋酒・
一般
・通信
販売

新規

東淀川 令和4年9月28日 令和4年7月20日
松本　光生
セブン－イレブン大阪西中島
４丁目店

大阪市淀川区西中島４丁目１
３番２７号

小売 一般 移転

北 令和4年9月6日 令和4年7月27日
法人番号2120001082593
世界チーズ商会株式会社
フロマージュ堂島店

大阪市北区堂島２丁目１番３
１号　京阪堂島ビル１階１０１
号区画

小売 一般 新規

北 令和4年9月27日 令和4年7月6日
法人番号5120001246360
株式会社マチュール
ワインショップマチュール

大阪市北区西天満４丁目１番
１１号　昭栄ビル南館１階１０
７号

小売
一般・
通信販

売
新規

北 令和4年9月27日 令和4年8月4日
法人番号2160001023973
株式会社リカマンプロ
リカーマウンテン梅田店

大阪市北区曽根崎新地１丁
目１０番１号　エスパシオンＹＡ
ＭＡＤＡ１階１０１号室

小売 一般 新規

北 令和4年9月28日 令和4年7月21日

法人番号1120102019264
ドゥワンズベストカンパニー
有限会社
ファミリーマート曽根崎南店

大阪市北区曽根崎１丁目３番
６号

小売 一般 移転
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大淀 令和4年9月7日 令和4年7月21日
法人番号9010501048999
株式会社ウェルサーブ

大阪市北区錦町４番８２号 小売
通信販

売
新規

大淀 令和4年9月20日 令和4年8月31日
安井　基成
リカーショップやすい

大阪市北区国分寺２丁目３番
２号　ベルク天神橋１０３号室

小売 一般 移転

大淀 令和4年9月28日 令和4年7月21日
法人番号6120001123278
株式会社ジェイ・ファーム

大阪市北区豊崎２丁目５番２
５号　サン・オークスⅡ３０１

卸売 洋酒 新規

東 令和4年9月2日 令和4年7月21日
法人番号8120001230493
株式会社Ｐｉｅｒｒｅ
酒大臣

大阪市中央区北久宝寺町２
丁目２番１３号　マエダビル８
０３号

卸・小
売

輸出
入・一

般
移転

東 令和4年9月7日 令和4年6月29日
法人番号1120001191569
株式会社中銘国際

大阪市中央区農人橋２丁目１
番３５号　第８松屋ビル２階２
０５号室

卸売 輸出入 新規

東 令和4年9月13日 令和4年4月28日

法人番号7120001199466
オーストラリアンプロデュース
株式会社
オーストラリアンプロデュース
株式会社　本店

大阪市中央区北浜１丁目５番
７号　ＭＤビル５階

小売
一般・
通信販

売
新規

東 令和4年9月14日 令和4年8月24日
法人番号9120101009903
株式会社カワマタフーズ

大阪市中央区内本町２丁目１
番２号　梅本ビル４階－Ａ

卸売 輸出入 新規

東 令和4年9月21日 令和4年7月27日
法人番号9120001229519
株式会社ＭＬＥ　ＪＡＰＡＮ
清水

大阪市中央区谷町４丁目５番
１４号　ＭＩＴＯ谷四フロント東
館３階３０６号室

卸・小
売

輸出
入・一
般・通
信販売

新規

東 令和4年9月29日 令和4年9月8日
法人番号4120001207520
清林株式会社

大阪市中央区平野町１丁目４
番１号　ハイネス北浜３階３０
２号室

小売 一般 条件緩和

南 令和4年9月20日 令和4年5月16日
法人番号2120001102384
株式会社セイル
賢い買い物生活

大阪市中央区島之内２丁目１
０番１８号

小売 一般 新規

南 令和4年9月20日 令和4年8月18日
法人番号7120001199136
愛文商事株式会社
リンクサス心斎橋店

大阪市中央区東心斎橋２丁
目２番２５号　東心斎橋小谷
ビル１階

卸・小
売

洋酒・
輸出
入・店
頭販
売・一

般

新規

南 令和4年9月28日 令和4年8月4日
法人番号3120001219946
カナエセ株式会社

大阪市中央区南船場１丁目１
１番９号　長堀八千代ビル１０
階Ｊ号室

卸・小
売

輸出
入・通
信販売

新規

堺 令和4年9月1日 令和4年6月24日

法人番号5120103004682
合同会社和泉屋
セブン－イレブン堺浅香山町
３丁店

堺市堺区浅香山町３丁４番３
号

小売 一般 法人成り等

堺 令和4年9月1日 令和4年6月24日

法人番号5120103004682
合同会社和泉屋
セブン－イレブン堺今池町５
丁店

堺市堺区今池町５丁３番１６
号

小売 一般 法人成り等

堺 令和4年9月1日 令和4年7月7日

法人番号4110001013829
アークランズ株式会社
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 法人成り等

堺 令和4年9月2日 令和4年8月4日
法人番号3120101006526
株式会社にぶ
酒タンク

堺市北区南花田町３６４番地
１

小売 一般 移転

堺 令和4年9月16日 令和4年8月2日
種谷　隆司
おたからや深井店

堺市中区深井沢町３３４２番
地　プラザＯＭ１階１０１号

小売 一般 新規

堺 令和4年9月27日 令和4年9月7日
井上　芙佐子
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

岸和田 令和4年9月14日 令和4年8月30日
秋本　貴子
にしきち酒店

貝塚市堀３丁目１８番２号 小売 一般 相続

豊能 令和4年9月1日 令和4年7月1日
法人番号2120901020388
株式会社ｈｉｔｏｔｏｋｉ
ローソン箕面桜五丁目店

箕面市桜５丁目１３番１０号 小売 一般 新規

豊能 令和4年9月13日 令和4年7月13日

法人番号3010401063724
株式会社ビープラス
ファミリーマート能勢町平通
店

豊能郡能勢町平通１４番１号 小売 一般 新規
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吹田 令和4年9月1日 令和4年6月9日
中村　幸徳
ローソンストア１００摂津昭和
園店

摂津市昭和園２番６号 小売 一般 新規

吹田 令和4年9月1日 令和4年7月1日
武田　純佳
ファミリーマート摂津別府店

摂津市別府３丁目１９番３号 小売 一般 新規

吹田 令和4年9月1日 令和4年7月7日

法人番号4110001013829
アークランズ株式会社
スーパービバホーム吹田千
里丘店

吹田市千里丘北１番２号 小売 一般 新規

吹田 令和4年9月14日 令和4年7月20日
山東　靖
カーヴ　ド　リトウム

吹田市内本町２丁目１番５号 小売 一般 新規

泉大津 令和4年9月1日 令和4年7月5日

法人番号4110001013829
アークランズ株式会社
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 法人成り等

泉大津 令和4年9月27日 令和4年7月22日
法人番号5120001001831
株式会社コノミヤ
コノミヤ新高石店

高石市西取石８丁目４番２０
号

小売 一般 新規

枚方 令和4年9月1日 令和4年6月27日
西辻　善幸
ミニストップ長尾谷町１丁目
店

枚方市長尾谷町１丁目１０１
番地の１

小売 一般 新規

枚方 令和4年9月1日 令和4年7月1日

法人番号3120002060812
有限会社すみれ
ファミリーマート寝屋川初町
店

寝屋川市初町２０番７号 小売 一般 新規

枚方 令和4年9月1日 令和4年6月21日
法人番号8260001003927
株式会社ワッツ西日本販売
ＦＬＥＴ’Ｓ香里店

寝屋川市菅相塚町３番６号 小売 一般 法人成り等

枚方 令和4年9月1日 令和4年6月27日

法人番号1021001004499
株式会社ロピア
ロピア寝屋川島忠ホームズ
店

寝屋川市日新町３番１５号
島忠ホームズ寝屋川店１階

小売 一般 法人成り等

枚方 令和4年9月28日 令和4年9月6日
小郷　創一
ａｍｏｒｅｔｔｏ

枚方市川原町１１番１０号　大
京第一ビル１０２

小売 一般 新規

茨木 令和4年9月1日 令和4年6月21日
法人番号8260001003927
株式会社ワッツ西日本販売
ＦＬＥＴ’Ｓ茨木店

茨木市園田町２番４号 小売 一般 法人成り等

茨木 令和4年9月1日 令和4年6月21日
法人番号8260001003927
株式会社ワッツ西日本販売
ＦＬＥＴ’Ｓ千里丘店

茨木市宇野辺２丁目１３番５
号

小売 一般 法人成り等

茨木 令和4年9月20日 令和4年7月19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高
槻阪急店

高槻市白梅町４番１号　高槻
阪急２階

小売 一般 移転

茨木 令和4年9月21日 令和4年5月16日
上 　恒
ＯＨＡＮＡ

高槻市松が丘４丁目２７番１２
号

小売
通信販

売
新規

八尾 令和4年9月1日 令和4年7月13日
法人番号6122001031502
亜希貿易株式会社

八尾市南本町７丁目１番３２
号

卸売 輸出入 移転

八尾 令和4年9月1日 令和4年6月16日

法人番号1010701028684
株式会社ローソンストア１００
ローソンストア１００八尾曙町
店

八尾市曙町１丁目６７番地 小売 一般 新規

八尾 令和4年9月14日 令和4年7月5日
法人番号2220001008745
株式会社クスリのアオキ
クスリのアオキ南久宝寺店

八尾市南久宝寺１丁目４０番
地

小売 一般 新規

八尾 令和4年9月22日 令和4年8月3日
法人番号8120001193311
鋒芒株式会社

八尾市南木の本２丁目７７番
地７

卸売 洋酒 条件緩和

富田林 令和4年9月1日 令和4年6月22日
法人番号8260001003927
株式会社ワッツ西日本販売
ＦＬＥＴ’Ｓ惣社店

藤井寺市惣社１丁目１２番５３
号

小売 一般 法人成り等

富田林 令和4年9月30日 令和4年7月28日

法人番号2013301010706
株式会社ファミリーマート
ファミリーマート河内長野南
貴望ヶ丘店

河内長野市南貴望ケ丘３０番
１６号

小売 一般 新規
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富田林 令和4年9月30日 令和4年7月28日

法人番号2013301010706
株式会社ファミリーマート
ファミリーマート河内長野向
野店

河内長野市向野町７５１番地 小売 一般 新規

門真 令和4年9月1日 令和4年6月10日
法人番号8260001003927
株式会社ワッツ西日本販売
ＦＬＥＴ’Ｓ四条畷店

四條畷市楠公２丁目１０番３
号

小売 一般 法人成り等

門真 令和4年9月21日 令和4年7月26日
法人番号4120001131547
株式会社キリン堂
クスリキリン堂忍ケ丘店

四條畷市岡山１丁目２５番５９
号

小売 一般 新規

門真 令和4年9月28日 令和4年8月1日

法人番号9120001239212
株式会社生産者応援グルー
プ
生産者応援グループ

守口市藤田町３丁目２２番１
号

小売
通信販

売
新規

東大阪 令和4年9月1日 令和4年6月21日
法人番号8260001003927
株式会社ワッツ西日本販売
ＦＬＥＴ’Ｓ瓢箪山店

東大阪市本町１５番１４号 小売 一般 法人成り等

東大阪 令和4年9月5日 令和4年6月8日

法人番号9010001060208
株式会社ライフコーポレー
ション
ライフ花園中央公園店

東大阪市松原南１丁目１番２
５号

小売 一般 新規

東大阪 令和4年9月8日 令和4年7月19日
林　清之
はやし酒店

東大阪市大蓮北３丁目３番６
号

小売 一般 相続

東大阪 令和4年9月20日 令和4年7月27日
法人番号5130001021770
株式会社ＴＯＡＩ
ジャンカラ　ディープ布施店

東大阪市長堂１丁目２番１号
Ａ＋ＦＵＳＥビル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。


