
 当局管内の大阪府における、令和4年10月1日から令和4年10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10月1日 令和4年9月5日

法人番号3120001071785
株式会社吉寿屋
お菓子のデパートよしや春日
出店

大阪市此花区春日出北２丁
目７番１７号　かどマンション１
階

小売 一般 新規

西 令和4年10月18日 令和4年8月3日
法人番号8120101063125
株式会社ＨｉＮｅＬｉ

大阪市西区京町堀１丁目７番
２１号　Ｕ２Ｂ　ＢＬＤＧ６階

小売 一般 新規

西 令和4年10月28日 令和4年9月20日
法人番号4120001244019
株式会社四季

大阪市西区靱本町１丁目１８
番７号　ＡＸＩＳＷＥＳＴ本町ビ
ル別館４０１号室

卸・小
売

店頭販
売・一
般・通
信販売

新規

港 令和4年10月13日 令和4年9月8日
法人番号2120001029347
株式会社辰巳商会

大阪市港区築港４丁目１番１
号

卸売 輸出入 新規

港 令和4年10月14日 令和4年8月29日

法人番号9120001182263
大通インターナショナル株式
会社
大通商事

大阪市港区築港４丁目１０番
３０号　大寅ビル３０１号室

卸売 輸出入 新規

浪速 令和4年10月1日 令和4年7月29日
橋本　裕太
ミニストップ夕陽ヶ丘店加賀
徳酒店

大阪市浪速区下寺２丁目６番
２６号

小売 一般 新規

浪速 令和4年10月1日 令和4年8月5日
法人番号9120001038564
上新電機株式会社
Ｊｏｓｈｉｎ　ｗｅｂ

大阪市浪速区難波中３丁目１
番１５号　ジョーシンなんばビ
ル５階

小売 一般 法人成り等

浪速 令和4年10月13日 令和4年9月7日
法人番号5120001103842
ワンゲイン株式会社
ＭＹ　ＣＥＬＬＡＲ　Ｎｏ．４

大阪市浪速区難波中２丁目７
番２３号　広和ビル３階及び４
階

小売
一般・
通信販

売
新規

浪速 令和4年10月13日 令和4年8月22日
法人番号3120001164218
株式会社リブラ

大阪市浪速区元町３丁目１１
番１６号　居場ビル新館２階

小売
一般・
通信販

売
移転

浪速 令和4年10月13日 令和4年8月22日
法人番号3120003012770
合同会社ギフトろけっと

大阪市浪速区元町３丁目１１
番１６号　居場ビル新館７階７
０１号室

小売
通信販

売
移転

生野 令和4年10月12日 令和4年9月6日
奥田　大輔
おおさかぶどう・ワインの郷

大阪市生野区新今里７丁目１
番１６号

卸売 洋酒 新規

旭 令和4年10月1日 令和4年9月5日

法人番号6120001104328
株式会社かんでんＣＳフォー
ラム
ｃｏｃｏｃｈｉセレクトショップ

大阪市都島区東野田町１丁
目５番１４号　京橋フロントビ
ル２階

小売
通信販

売
新規

旭 令和4年10月7日 令和4年8月2日
法人番号5120001055464
株式会社サンディ
サンディ都島毛馬店

大阪市都島区毛馬町２丁目４
番１２号

小売 一般 新規

旭 令和4年10月13日 令和4年8月17日
法人番号3011001096370
株式会社ドン・キホーテ
ドン・キホーテ京橋店

大阪市都島区東野田町３丁
目１２番１号　京橋ダブルス
タービル１階、２階及び５階

小売 一般 新規

阿倍野 令和4年10月13日 令和4年9月14日
法人番号7120001232128
株式会社スカイファスナー

大阪市阿倍野区西田辺町２
丁目８番６号　ＴＡＳＴＥ１階１Ｃ
号室

卸売 輸出入 新規

西成 令和4年10月20日 令和4年9月15日
宮武　美子
宮武酒店

大阪市西成区玉出東２丁目１
５番１１号

小売 一般 相続

西成 令和4年10月20日 令和4年9月27日
本郷　牧紀
柳本商店

大阪市西成区山王１丁目１２
番４号

小売 一般 事業譲渡

東淀川 令和4年10月1日 令和4年7月28日

法人番号9120003019711
合同会社あおい
セブン－イレブン大阪豊新南
店

大阪市東淀川区豊新１丁目１
４番６号

小売 一般 法人成り等
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東淀川 令和4年10月25日 令和4年8月23日
法人番号5122001034902
アクロスオーシャン株式会社

大阪市淀川区西中島３丁目５
番１２号　新大阪浪速ビル８０
２号室

卸売 輸出入 新規

東淀川 令和4年10月25日 令和4年8月25日

法人番号2120001069153
フードネットリテール株式会
社
フードネットマートスマイル淀
川店

大阪市淀川区宮原２丁目５番
１２号

小売 一般 新規

大淀 令和4年10月1日 令和4年7月11日
法人番号4120001245933
株式会社エム・アール・シー
ローソン国分寺一丁目東店

大阪市北区国分寺１丁目２番
１６号

小売 一般 法人成り等

大淀 令和4年10月26日 令和4年9月6日
法人番号9120003007690
ＪＮグローバル合同会社
韓ｔｉｍｅ

大阪市北区大深町１番１号
ヨドバシ梅田タワーＬＩＮＫＳ
ＵＭＥＤＡ地下１階

小売 一般 移転

東 令和4年10月4日 令和4年8月30日
法人番号8120001195134
株式会社京英

大阪市中央区平野町４丁目７
番８号　アベニュー淀屋橋２０
２号

卸売 輸出入 新規

東 令和4年10月7日 令和4年8月2日
法人番号8120001118854
株式会社中友

大阪市中央区内本町２丁目２
番１４号　ＧＳハイム内本町１
００１号

卸売 輸出入 新規

東 令和4年10月28日 令和4年6月17日

法人番号2010001080393
株式会社グローバルセール
スエージェント
グローバルセールスエージェ
ント大阪コールセンター

大阪市中央区南本町４丁目２
番２１号　イヨビルディング７階

媒介 新規

南 令和4年10月6日 令和4年9月14日
法人番号4120001122876
株式会社チェリッシュ

大阪市中央区安堂寺町１丁
目３番１２号　大阪谷町ビル６
０２号

小売
一般・
通信販

売
新規

南 令和4年10月11日 令和4年9月6日
法人番号2120001027879
ＪＯＹＬＡＢ株式会社
ＪＯＹＬＡＢ心斎橋店

大阪市中央区東心斎橋２丁
目１番５号　ゴールデン第一
プラザビル１階

小売 一般 新規

南 令和4年10月12日 令和4年9月2日
法人番号9120001135519
株式会社華匯商事
ＡｓｉａＭａｒｔ新天地　松屋町店

大阪市中央区松屋町８番２号 小売 一般 新規

南 令和4年10月20日 令和4年9月15日
法人番号7021001052872
株式会社ライフエッグ
リリモア道頓堀店

大阪市中央区道頓堀１丁目５
番７号　道頓堀岡田ビル

小売 一般 新規

南 令和4年10月25日 令和4年9月13日

法人番号5010501016183
株式会社永山
ＹＥＳＭＡＲＴ　なんばマルイ
店

大阪市中央区難波３丁目８番
９号　なんばマルイ地下１階

小売 一般 移転

南 令和4年10月26日 令和4年9月26日

法人番号6240001033853
株式会社ベッセルホテル開
発
ベッセルイン心斎橋

大阪市中央区南船場２丁目１
２番１１号

小売 一般 新規

南 令和4年10月26日 令和4年9月26日

法人番号6240001033853
株式会社ベッセルホテル開
発
ベッセルインなんば

大阪市中央区道頓堀２丁目２
番１８号

小売 一般 新規

南 令和4年10月31日 令和4年9月6日
法人番号3120001207034
株式会社ＢＯＮ　ＶＩＶＡＮＴ２
１

大阪市中央区東心斎橋１丁
目４番１号　３０７号室

卸売 輸出入 移転

堺 令和4年10月1日 令和4年8月16日
法人番号5480003000977
合同会社運昌
金沢酒店

堺市西区津久野町１丁２番１
号　Ｃ号

卸・小
売

輸出
入・一

般
移転

堺 令和4年10月3日 令和4年7月21日
奥田　隼矢
ローソン堺神野町二丁店

堺市西区神野町２丁２２番３
号

小売 一般 移転

堺 令和4年10月5日 令和4年9月16日
法人番号1120101053165
株式会社ＰＲＯＲＯＵＮＤ

堺市堺区戎島町３丁２２番１
号

卸売 輸出入 条件緩和

堺 令和4年10月20日 令和4年9月13日
法人番号1021001004499
株式会社ロピア
ロピアららぽーと堺店

堺市美原区黒山２２番１　らら
ぽーと堺１階１１２３号室

小売 一般 新規

堺 令和4年10月26日 令和4年9月8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らら
ぽーと堺店

堺市美原区黒山２２番１　らら
ぽーと堺１階１１２９号室

小売 一般 新規
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堺 令和4年10月31日 令和4年8月30日
岡本　祥臣
ファミリーマート堺中之町東
店

堺市堺区中之町東１丁１番２
１号

小売 一般 新規

岸和田 令和4年10月4日 令和4年8月3日
津留　敦徳
ファミリーマート岸和田土生
町店

岸和田市土生町６丁目２８番
１０号

小売 一般 新規

豊能 令和4年10月1日 令和4年7月26日
法人番号9120901046071
株式会社サツミ
山田酒販豊中店

豊中市熊野町１丁目９番１号 小売 一般 法人成り等

豊能 令和4年10月1日 令和4年7月26日

法人番号9120901046071
株式会社サツミ
ローソン豊中上新田三丁目
店

豊中市上新田３丁目４番１９
号

小売 一般 法人成り等

豊能 令和4年10月4日 令和4年8月30日
法人番号9010701025864
株式会社ボンズ

豊中市宮山町４丁目２５番１
号

卸売 輸出入 新規

豊能 令和4年10月12日 令和4年9月29日
三輪　利一
三輪酒店

池田市城南３丁目４番４号 小売 一般 移転

豊能 令和4年10月19日 令和4年8月10日
法人番号3030001002411
ウエルシア薬局株式会社
ウエルシア箕面牧落店

箕面市牧落３丁目１番１２号 小売 一般 移転

豊能 令和4年10月25日 令和4年9月5日
荒木　美眞
ＧＵＬＩ　ＧＵＬＩ

池田市鉢塚２丁目１０番１１号 小売 一般 新規

豊能 令和4年10月26日 令和4年9月16日
法人番号3210002010015
有限会社ステンレス工房プロ

豊中市曽根東町２丁目２番１
１号

卸・小
売

洋酒・
一般・
通信販

売

移転

吹田 令和4年10月1日 令和4年7月26日

法人番号9120901046071
株式会社サツミ
ローソン吹田山田西一丁目
店

吹田市山田西１丁目３７番１
号

小売 一般 法人成り等

吹田 令和4年10月12日 令和4年8月3日
水津　満共
ＦＡＲＭＡＮ　ＫＩＴＣＨＥＮ　Ｍ
ＡＲＫＥＴ

吹田市津雲台７丁目５番１６
号

小売 一般 新規

吹田 令和4年10月12日 令和4年7月19日
法人番号8120901045264
株式会社ＳＡＮプロジェクト
おたからや寿町店

吹田市寿町２丁目１番１１号
ローズペアマンションＢ－１及
びＢ－２

小売
通信販

売
新規

吹田 令和4年10月19日 令和4年9月29日

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

吹田市豊津町１５番９号　松
田ビル

小売 一般 新規

泉大津 令和4年10月4日 令和4年8月8日

法人番号9122001015015
株式会社アカカベ
ドラッグアカカベ泉大津昭和
町店

泉大津市昭和町９番１４号 小売 一般 新規

泉大津 令和4年10月25日 令和4年9月29日
山下　加代子
やました酒店

泉大津市東助松町１丁目３番
１号

小売 一般 相続

泉大津 令和4年10月25日 令和4年9月29日
山下　加代子
やました酒店　信太店

和泉市王子町３丁目１３番１１
号

小売 一般 相続

枚方 令和4年10月1日 令和4年8月2日
西崎　隆
ファミリーマート寝屋川点野
店

寝屋川市点野５丁目７番８号 小売 一般 新規

枚方 令和4年10月4日 令和4年9月9日
安達　三都彦
三都葡萄酒

枚方市南楠葉１丁目１４番４
号

小売 一般 新規

枚方 令和4年10月14日 令和4年7月25日
法人番号4140001005666
株式会社ダイエー
ダイエー寝屋川中神田店

寝屋川市中神田町１番１０号 小売 一般 移転

枚方 令和4年10月14日 令和4年10月4日
法人番号7120001194896
株式会社エコワールド
ＺＥＲＯ　ｎｅｔ

寝屋川市堀溝１丁目７番７号 小売 一般 条件緩和

枚方 令和4年10月25日 令和4年8月23日
法人番号4120002072121
株式会社あしび
ローソン寝屋川宝町店

寝屋川市宝町２番３１号 小売 一般 新規
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茨木 令和4年10月3日 令和4年7月21日

法人番号2120001069153
フードネットリテール株式会
社
フードネットマート高槻セン
ター街店

高槻市高槻町１８番５号 小売 一般 新規

茨木 令和4年10月14日 令和4年7月29日
岩崎　慶大
ファミリーマート茨木警察病
院前店

茨木市室山１丁目１番２号 小売 一般 新規

茨木 令和4年10月24日 令和4年8月15日
法人番号5120001055464
株式会社サンディ
サンディ茨木鮎川店

茨木市鮎川５丁目２３番２号 小売 一般 新規

茨木 令和4年10月25日 令和4年8月24日

法人番号3120901027325
株式会社なの花西日本
なの花ドラッグストア南茨木
店

茨木市沢良宜西１丁目１番３
号　南茨木第２阪急ビル内１
階

小売 一般 新規

泉佐野 令和4年10月1日 令和4年7月27日
木ノ本　直樹
木ノ本酒店

泉佐野市春日町９番１５号 小売 一般 移転

泉佐野 令和4年10月1日 令和4年8月5日

法人番号4120001059978
株式会社朝日エアポート
サービス
いっぴんさん。

泉佐野市泉州空港北１番地
関西国際空港第１ターミナル
ビル北ウイング２階

小売 一般 移転

泉佐野 令和4年10月13日 令和4年8月24日

法人番号2010701019195
株式会社ローソン
ローソンＳ関西空港国内
ゲート店

泉南郡田尻町泉州空港中１
番地　関西国際空港第１ター
ミナル国内線エリア南ウイン
グ２階

小売 一般 新規

泉佐野 令和4年10月20日 令和4年8月18日

法人番号2120101040897
関西エアポートリテールサー
ビス株式会社
関西旅日記

泉南郡田尻町泉州空港中１
番地　関西国際空港第１ター
ミナル国内線エリア南ウイン
グ２階

小売 一般 新規

泉佐野 令和4年10月20日 令和4年9月13日
田畑　寬慈
田畑商店

泉南郡熊取町久保１丁目２番
２号

小売 一般 相続

泉佐野 令和4年10月27日 令和4年8月26日

法人番号1020001126923
松尾不動産株式会社
売るナビ　イオンモールりんく
う泉南店

泉南市りんくう南浜３番１２　２
階２４６－３区画

小売 一般 新規

富田林 令和4年10月4日 令和4年7月28日

法人番号4120105000656
大阪いずみ市民生活協同組
合
藤井寺共同購入センター

藤井寺市西大井１丁目４１８
番地１

小売 一般 移転

門真 令和4年10月1日 令和4年7月25日
法人番号8120002077810
有限会社リアル
リアル門真東江端店

門真市東江端町１１番３７号 小売 一般 新規

門真 令和4年10月19日 令和4年8月29日
井上　芳男
フードショップいのうえ

守口市八雲東町２丁目６２番
１３号

小売 一般 新規

東大阪 令和4年10月6日 令和4年8月5日
上山　仁輔
うえやま酒店

東大阪市吉田１丁目４番１９
号

小売 一般 事業譲渡

東大阪 令和4年10月20日 令和4年8月24日

法人番号6122002015867
有限会社マッセ
ファミリーマート東大阪日下
町店

東大阪市日下町５丁目１番４
３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。


