
 当局管内の大阪府における、令和4年11月1日から令和4年11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11月8日 令和4年9月13日
法人番号5120001241832
ここ．俺の店株式会社
Ｗｅｌｌｎｅｓｓ　立葵

大阪市福島区吉野３丁目７番
１４号　吉野３丁目店舗１階及
び２階

小売 一般 新規

大阪福
島

令和4年11月8日 令和4年10月5日
法人番号8120003012774
合同会社ユハ
ファミリーマート伝法駅前店

大阪市此花区伝法３丁目１４
番４号　スプリングウエスト１
階

小売 一般 移転

大阪福
島

令和4年11月11日 令和4年9月26日

法人番号7010401097933
Ｆａｒ　Ｙｅａｓｔ　Ｂｒｅｗｉｎｇ株式
会社
ＴＡＫＡＨＩＲＯＲＡＭＥＮ×Ｆａｒ
ＹｅａｓｔＯｓａｋａ

大阪市福島区福島７丁目６番
２３号　日の出ビル２階

小売 一般 新規

大阪福
島

令和4年11月22日 令和4年10月26日
法人番号4140001086112
株式会社淡味
株式会社淡味　大阪オフィス

大阪市福島区野田２丁目１２
番４号　中央ビル３階

卸売 輸出入 新規

大阪福
島

令和4年11月29日 令和4年9月30日
中野　智弘
ファミリーマート西九条三丁
目店

大阪市此花区西九条３丁目９
番８号

小売 一般 新規

西 令和4年11月1日 令和4年8月26日

法人番号3120001247864
株式会社浜口商店
セブン－イレブン大阪本田３
丁目店

大阪市西区本田３丁目３番１
１号

小売 一般 法人成り等

西 令和4年11月1日 令和4年8月26日

法人番号3120001247864
株式会社浜口商店
セブン－イレブン大阪本田４
丁目店

大阪市西区本田４丁目７番２
号

小売 一般 法人成り等

西 令和4年11月8日 令和4年9月28日
法人番号5120001181574
株式会社ロスゼロ

大阪市西区北堀江１丁目１番
２１号　四ツ橋センタービル９
階

小売
通信販

売
新規

西 令和4年11月21日 令和4年10月13日
法人番号3120001222990
株式会社お酒市場
お酒市場

大阪市西区南堀江１丁目１２
番４号　ＡＲＴＣＵＢＥ６０１号

小売 一般 条件緩和

西 令和4年11月29日 令和4年9月14日
法人番号6120001018791
株式会社万代
万代フレスポ阿波座店

大阪市西区立売堀６丁目３番
８号

小売 一般 移転

天王寺 令和4年11月22日 令和4年9月28日

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

大阪市天王寺区悲田院町９
番２２号　宝ビル１階

小売 一般 新規

浪速 令和4年11月2日 令和4年9月2日
法人番号8120001232291
株式会社京阪商事

大阪市浪速区難波中２丁目６
番１５号　ユーアイプラザビル
７０１号室

卸売 洋酒 条件緩和

浪速 令和4年11月30日 令和4年9月30日
法人番号3120001248482
株式会社慶
ファミリーマート浪速塩草店

大阪市浪速区塩草３丁目７番
１０号

小売 一般 新規

東成 令和4年11月25日 令和4年11月7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
店頭販

売
条件緩和

生野 令和4年11月25日 令和4年9月26日
法人番号8260001013868
大黒天物産株式会社
ラ・ムー生野店

大阪市生野区巽西３丁目１６
番２８号

小売 一般 新規

生野 令和4年11月25日 令和4年9月27日

法人番号1120001211780
株式会社ｎａｇｏｍｉ
ファミリーマート桃谷二丁目
店

大阪市生野区桃谷２丁目５番
２１号

小売 一般 新規

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11月30日 令和4年9月30日
法人番号2013301010706
株式会社ファミリーマート
ファミリーマート新今里店

大阪市生野区新今里４丁目９
番２５号

小売 一般 新規

旭 令和4年11月1日 令和4年10月11日
法人番号1120001008046
田中商事株式会社

大阪市都島区中野町４丁目５
番１３号　プレジデントハイツ６
階６０７号室

小売 一般 移転

旭 令和4年11月1日 令和4年9月12日
法人番号5011103004650
合同会社ＡＶＥＣ　ＶＯＵＳ

大阪市旭区高殿３丁目１５番
２６号

卸・小
売

洋酒・
一般

移転

旭 令和4年11月4日 令和4年7月11日
法人番号8120001057251
鳥治食品株式会社
業務スーパー京橋店

大阪市都島区東野田町５丁
目２番９号　１階

小売 一般 新規

旭 令和4年11月30日 令和4年10月18日

法人番号2013301010706
株式会社ファミリーマート
ファミリーマート片町二丁目
店

大阪市都島区片町２丁目４番
６号　ウエムロプラザ１階

小売 一般 移転

城東 令和4年11月16日 令和4年9月15日
徳野　勇人
セブン－イレブン大阪横堤駅
前店

大阪市鶴見区横堤５丁目２番
１７号

小売 一般 新規

城東 令和4年11月18日 令和4年8月26日
法人番号9122001015015
株式会社アカカベ
ドラッグアカカベ鴫野駅前店

大阪市城東区鴫野西５丁目１
５番７号

小売 一般 新規

阿倍野 令和4年11月24日 令和4年9月21日

法人番号9120001025793
テレック株式会社
韓国スーパー　リトルソウル
ｅｋｉｍｏ天王寺

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

阿倍野 令和4年11月24日 令和4年10月4日
法人番号4120001130490
オネスティー株式会社

大阪市阿倍野区播磨町１丁
目２３番２０号　アヴァンセ播
磨町２階

小売
通信販

売
新規

住吉 令和4年11月8日 令和4年10月7日
飯田　茂美
ＭＩＮＡＭＩ

大阪市住吉区万代４丁目１番
１０号

小売
一般・
通信販

売
新規

東住吉 令和4年11月1日 令和4年8月18日
小濱　武己
ローソンストア１００住道矢田
二丁目店

大阪市東住吉区住道矢田２
丁目１番２号

小売 一般 新規

東住吉 令和4年11月30日 令和4年9月28日
角　海淑
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11月17日 令和4年10月17日
竹内　竜馬
竹三商店

大阪市西成区天下茶屋３丁
目２５番１２号　ハイツ泉１０２
号室

小売 一般 新規

西成 令和4年11月30日 令和4年9月15日

法人番号7120001176531
株式会社Ｄ’ｓＬＩＮＫ
ファミリーマート北津守三丁
目店

大阪市西成区北津守３丁目１
番４３号

小売 一般 新規

東淀川 令和4年11月8日 令和4年8月30日
法人番号2040001000456
イオンリテール株式会社
イオンスタイル東淀川

大阪市東淀川区豊新２丁目１
２番３号

小売 一般 新規

東淀川 令和4年11月8日 令和4年9月20日
法人番号7180301016951
株式会社スギ薬局
スギドラッグ西三国店

大阪市淀川区西宮原３丁目３
番６号　ファミールハイツ北大
阪第四期５号棟１階

小売 一般 新規

東淀川 令和4年11月8日 令和4年9月28日

法人番号5130001021770
株式会社ＴＯＡＩ
ジャンボカラオケ広場　十三
本町店

大阪市淀川区十三本町１丁
目７番２７号　サンポードシ
ティビル２階

小売 一般 新規

東淀川 令和4年11月9日 令和4年8月29日
長谷川　雄一
ＳＡＫＥ　ＨＯＭＥ

大阪市淀川区東三国２丁目３
０番１号　竹田東三国マンショ
ン４階４－Ｂ号室

卸売 輸出入 条件緩和

北 令和4年11月1日 令和4年8月4日
法人番号1120001247115
日本直販株式会社

大阪市北区堂島浜１丁目３番
１８号　堂島セントラルビル２
階及び３階

小売
通信販

売
新規

北 令和4年11月8日 令和4年9月28日

法人番号5130001021770
株式会社ＴＯＡＩ
ジャンボカラオケ広場　お初
天神店

大阪市北区曽根崎２丁目１１
番２４号

小売 一般 新規
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北 令和4年11月22日 令和4年9月7日
法人番号2120001027879
ＪＯＹＬＡＢ株式会社
ブランディアお酒買取梅田店

大阪市北区堂島浜１丁目４番
１８号　ユースクエア堂島１階
及び２階

小売 一般 新規

北 令和4年11月22日 令和4年9月21日
藤本　恵二
セブン－イレブン大阪天満３
丁目店

大阪市北区天満３丁目１０番
６号　１階

小売 一般 新規

北 令和4年11月22日 令和4年10月4日

法人番号4140001086112
株式会社淡味
淡路島洲本市アンテナショッ
プ　中之島すもと館

大阪市北区中之島２丁目３番
１８号　中之島フェスティバル
タワー地下１階Ｃ－０２

小売 一般 新規

北 令和4年11月22日 令和4年10月13日

法人番号6140001055008
株式会社ジェイアール西日
本デイリーサービスネット
セブン－イレブンハートイン
クロスト大阪

大阪市北区梅田３丁目１番１
号　大阪駅地下１階コンコー
ス

小売 一般 移転

北 令和4年11月29日 令和4年10月14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北
新地２号店

大阪市北区堂島１丁目３番４
０号　スタック堂島ビル１階０１
号室

小売 一般 新規

北 令和4年11月29日 令和4年9月20日

法人番号6120001226709
株式会社フーディー＆アソシ
エイト
お酒のアワパス

大阪市北区梅田１丁目３番１
－１０００号　大阪駅前第一ビ
ル１０階

小売
通信販

売
新規

大淀 令和4年11月2日 令和4年8月22日
法人番号2120001191972
株式会社創賢商事
株式会社創賢商事　本店

大阪市北区中崎西４丁目３番
３２号

小売
通信販

売
条件緩和

東 令和4年11月30日 令和4年10月4日
古川　政吉
ファミリーマート大阪ビジネス
パーク店

大阪市中央区城見２丁目１番
６１号　ツイン２１ＭＩＤタワー１
階

小売 一般 移転

南 令和4年11月2日 令和4年9月16日
法人番号1120901045709
天海閣株式会社
唐揚げ　三昧

大阪市中央区日本橋２丁目１
８番１４号　バーディーハウス
イヅツ１０２号室

小売 一般 新規

南 令和4年11月22日 令和4年10月20日

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

大阪市中央区道頓堀１丁目７
番２３号　光明道頓堀ビルディ
ング１階

小売 一般 新規

南 令和4年11月28日 令和4年10月12日
吉條　壽記
ｉｉｉｅ

大阪市中央区西心斎橋２丁
目９番３２号　アローホテル地
下１階

小売 一般 新規

堺 令和4年11月1日 令和4年10月11日

法人番号1120102001585
有限会社菊之井経営セン
ター
ＫＩＫＵＮＯＲＩ

堺市堺区大浜北町２丁４番１
号

卸売 洋酒 条件緩和

堺 令和4年11月1日 令和4年8月24日
中村　尊人
ミニストップ堺福田店

堺市中区福田８６６番地１ 小売 一般 新規

堺 令和4年11月1日 令和4年8月26日

法人番号5120103004798
合同会社マルフジ
セブン－イレブン堺出島町３
丁店

堺市堺区出島町３丁８番１９
号

小売 一般 法人成り等

堺 令和4年11月1日 令和4年8月26日

法人番号5120103004798
合同会社マルフジ
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 法人成り等

堺 令和4年11月1日 令和4年8月26日

法人番号5120103004798
合同会社マルフジ
セブン－イレブン堺山本町５
丁店

堺市堺区山本町５丁９４番地
２

小売 一般 法人成り等

堺 令和4年11月4日 令和4年9月14日
法人番号1010001223606
株式会社Ｃ＆Ｋ
台湾祭Ｓｔｏｒｅ

堺市美原区黒山２２番１　らら
ぽーと堺１階１１４２号室

小売 一般 新規

堺 令和4年11月4日 令和4年10月11日

法人番号9430001029524
北海道フードフロンティア株
式会社
北海道うまいもの館

堺市美原区黒山２２番１　らら
ぽーと堺１階１３１２号室

小売 一般 新規

堺 令和4年11月11日 令和4年9月20日
法人番号6300001004245
ダイレックス株式会社
ダイレックス大仙西店

堺市堺区大仙西町３丁１０４
番地３

小売 一般 新規
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堺 令和4年11月17日 令和4年9月26日
法人番号2120002053536
株式会社伸昇
韓離宮

堺市中区深井沢町３３８３番
地　深井小谷ビル１階

小売 一般 新規

堺 令和4年11月28日 令和4年10月4日
松井　祥伍
ローソン堺南余部店

堺市美原区南余部３５９番地
１

小売 一般 新規

堺 令和4年11月29日 令和4年10月7日

法人番号9010001060208
株式会社ライフコーポレー
ション
ライフ初芝店

堺市東区日置荘西町１丁１１
番４号

小売 一般 移転

岸和田 令和4年11月11日 令和4年9月9日
法人番号1012401000634
株式会社サンドラッグ
サンドラッグ貝塚王子店

貝塚市王子６番地 小売 一般 新規

豊能 令和4年11月15日 令和4年8月30日

法人番号4140001005666
株式会社ダイエー
イオンフードスタイル豊中庄
内店

豊中市庄内西町５丁目１番２
２号

小売 一般 新規

豊能 令和4年11月16日 令和4年10月20日
法人番号8120101055163
株式会社モダンライン

箕面市船場東２丁目４番１号
フレスデザインビル４０３号室

卸売 輸出入 移転

豊能 令和4年11月30日 令和4年9月30日

法人番号2013301010706
株式会社ファミリーマート
ファミリーマート豊中本町五
丁目店

豊中市本町５丁目１３番３８号 小売 一般 新規

吹田 令和4年11月1日 令和4年8月26日
法人番号9120001247826
株式会社ｈａａｗｉ
ファミリーマート岸部中店

吹田市岸部中１丁目１３番１３
号

小売 一般 法人成り等

吹田 令和4年11月1日 令和4年8月26日

法人番号9120001247826
株式会社ｈａａｗｉ
ファミリーマート吹田垂水町
一丁目店

吹田市垂水町１丁目７番６号 小売 一般 法人成り等

吹田 令和4年11月2日 令和4年8月24日
法人番号3030001002411
ウエルシア薬局株式会社
ウエルシア吹田五月が丘店

吹田市五月が丘北２２番１０
号

小売 一般 移転

吹田 令和4年11月22日 令和4年9月27日

法人番号9120901046419
ヴァイアンドフェロウズ株式
会社
ヴァイアンドフェロウズ株式
会社　本社

吹田市五月が丘北５番１号
卸・小

売

輸出
入・一

般
新規

吹田 令和4年11月22日 令和4年11月7日

法人番号5110001026482
株式会社八海山
株式会社八海山　大阪営業
所

吹田市江坂町１丁目１３番４１
号　ＳＲビル江坂３階

卸・小
売

特殊卸
売・一

般
移転

泉大津 令和4年11月1日 令和4年8月9日
法人番号2220001008745
株式会社クスリのアオキ
クスリのアオキ伏屋店

和泉市伏屋町１丁目６番４３
号

小売 一般 新規

泉大津 令和4年11月1日 令和4年8月30日
古川　小百合
ローソン泉大津曽根町三丁
目店

泉大津市曽根町３丁目７番２
８号

小売 一般 新規

枚方 令和4年11月4日 令和4年9月8日

法人番号1120001002040
タイガー石油株式会社
セブン－イレブン枚方東香里
店

枚方市東香里南町２番１０号 小売 一般 新規

枚方 令和4年11月4日 令和4年9月28日

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

枚方市町楠葉１丁目２番２０
号　ジパングくずはビル２階

小売 一般 新規

枚方 令和4年11月4日 令和4年9月28日

法人番号5130001021770
株式会社ＴＯＡＩ
ジャンボカラオケ広場　香里
園駅前店

寝屋川市香里新町３１番１９
号　香里園栄ビル３階

小売 一般 新規

枚方 令和4年11月4日 令和4年9月30日

法人番号8120001248453
株式会社シビック・アンド・カ
ンパニー
シビック・ブルワーズ

交野市藤が尾４丁目１番３号
卸・小

売
洋酒・
一般

新規

枚方 令和4年11月15日 令和4年10月7日
小笠原　頌
ＰＡＰＡ〇ＦＡＲＭ

枚方市東香里２丁目３番２６
号

小売 一般 新規
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枚方 令和4年11月18日 令和4年7月26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寝屋川
店

寝屋川市寝屋南２丁目２２番
１号

小売 一般 新規

枚方 令和4年11月22日 令和4年10月11日
亀井　順子
ポラリス診療所

枚方市南楠葉１丁目５４番８
号

小売 一般 新規

枚方 令和4年11月22日 令和4年9月27日
法人番号6200001014428
株式会社ユタカファーマシー
ドラッグユタカ交野星田北店

交野市星田北２丁目１４番４
号

小売 一般 移転

茨木 令和4年11月16日 令和4年9月21日
鶴見　勝俊
セブン－イレブン水無瀬駅南
店

三島郡島本町高浜２丁目１番
３１号

小売 一般 新規

茨木 令和4年11月25日 令和4年10月3日
法人番号7180301016951
株式会社スギ薬局
スギドラッグ茨木豊川店

茨木市豊川３丁目７番３５号 小売 一般 移転

泉佐野 令和4年11月1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
アプローズ第２ターミナルロ
ビー店

泉南郡田尻町泉州空港中１３
番地　関西国際空港第２ター
ミナルビル１階

小売 一般 移転

泉佐野 令和4年11月1日 令和4年9月14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
ＫＩＸ　ＤＵＴＹ　ＦＲＥＥ　Ａｒｒｉｖａ
ｌ　Ｓｈｏｐ　Ｔｅｒｍｉｎａｌ２

泉南郡田尻町泉州空港中１４
番地　関西国際空港第２ター
ミナルビル本館２階

小売 一般 移転

泉佐野 令和4年11月2日 令和4年9月15日
法人番号5120102027511
有限会社カタギ
シャトレーゼ泉南店

泉南市信達牧野７６３番地 小売 一般 新規

泉佐野 令和4年11月10日 令和4年9月6日
法人番号2120101030997
株式会社大惣

泉佐野市りんくう往来北２番１
１

小売 一般 移転

泉佐野 令和4年11月23日 令和4年9月26日
法人番号7180301016951
株式会社スギ薬局
スギドラッグ信達牧野店

泉南市信達牧野５７９番地の
１

小売 一般 移転

富田林 令和4年11月18日 令和4年10月11日
松井　美津司
シャトレーゼ外環羽曳野店

羽曳野市西浦６丁目１０番１ 小売 一般 新規

門真 令和4年11月9日 令和4年9月28日

法人番号5130001021770
株式会社ＴＯＡＩ
ジャンボカラオケ広場　京阪
守口店

守口市桜町９番７号　フロン
テージ守口５階

小売 一般 新規

東大阪 令和4年11月1日 令和4年8月29日

法人番号6122003002393
合同会社ふるすぺっく
セブン－イレブン東大阪荒本
北２丁目店

東大阪市荒本北２丁目２番３
号

小売 一般 法人成り等

東大阪 令和4年11月1日 令和4年8月29日

法人番号6122003002393
合同会社ふるすぺっく
セブン－イレブン東大阪中野
１丁目店

東大阪市中野１丁目１４番１４
号

小売 一般 法人成り等

東大阪 令和4年11月4日 令和4年10月4日
藤本　伸勝
セブン－イレブン東大阪中新
開１丁目店

東大阪市中新開１丁目７番１
９号

小売 一般 事業譲渡

東大阪 令和4年11月25日 令和4年9月30日
芳賀　翔太
ファミリーマート東大阪今米
一丁目店

東大阪市今米１丁目１６番１５
号

小売 一般 新規

東大阪 令和4年11月30日 令和4年9月30日

法人番号4120101045366
株式会社ナチュラル・ピュア
ファミリーマート東大阪横小
路店

東大阪市横小路町５丁目６番
３４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。


