
 当局管内の大阪府における、令和5年1月1日から令和5年1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5年1月1日 令和4年10月27日

法人番号1120001190950
株式会社Ｐｅｒｓｏｎ　Ｉｎｎｏｖａｔｉ
ｏｎ
セブン－イレブン大阪江戸堀
３丁目店

大阪市西区江戸堀３丁目６番
３３号

小売 一般 新規

西 令和5年1月1日 令和4年10月28日
黒田　嘉幸
ミニストップ北堀江店

大阪市西区北堀江２丁目１番
６号

小売 一般 新規

西 令和5年1月12日 令和4年12月14日
法人番号2120001242610
株式会社葉山エンタープライ
ズ

大阪市西区土佐堀１丁目１番
２１号　マキセビル３階－Ａ

卸・小
売

輸出
入・通
信販売

移転

西 令和5年1月18日 令和4年11月1日

法人番号3120005004436
生活協同組合おおさかパル
コープ
生活協同組合おおさかパル
コープ　安治川支所

大阪市西区安治川２丁目２番
２号

小売 一般 新規

西 令和5年1月19日 令和4年12月22日
井上　恭一
井上酒店

大阪市西区九条南４丁目１０
番８号

小売 一般 相続

西 令和5年1月19日 令和4年12月6日
法人番号5120001064333
株式会社ハーツファミリー

大阪市西区新町１丁目３番１
６号　ＹＯＳＡビル７階

小売
一般・
通信販

売
移転

西 令和5年1月24日 令和4年11月25日

法人番号2120001130451
株式会社サンセイ
ファミリーマート立売堀一丁
目店

大阪市西区立売堀１丁目６番
１３号　南本町天祥ビル２号
館１階

小売 一般 新規

西 令和5年1月27日 令和4年12月14日

法人番号1360001011059
株式会社Ｃａｐｅｌｌａ
株式会社Ｃａｐｅｌｌａ　大阪支
店

大阪市西区本田２丁目１３番
７号

小売
通信販

売
条件緩和

天王寺 令和5年1月18日 令和4年12月5日
法人番号7130001062383
株式会社ＷＴＧ
株式会社ＷＴＧ　大阪支店

大阪市天王寺区大道１丁目２
番２２号

小売 一般 条件緩和

天王寺 令和5年1月21日 令和4年11月8日
法人番号2120002025485
有限会社ナガタニ
ローソンＪＲ桃谷駅前店

大阪市天王寺区堂ヶ芝１丁目
１１番３号　桃谷駅前ビル１階

小売 一般 移転

天王寺 令和5年1月27日 令和4年12月8日
法人番号6120001238274
株式会社ＬＫＭ
ＬＥＥＭＡＲＴ　鶴橋駅前店

大阪市天王寺区下味原町５
番２０号

小売 一般 新規

浪速 令和5年1月31日 令和4年12月27日
法人番号8120001192973
株式会社マルマル
韓国食品マルマル

大阪市浪速区塩草３丁目７番
３号　１０３号

小売 一般 新規

西淀川 令和5年1月6日 令和4年11月24日
法人番号2120001235754
駒井株式会社

大阪市西淀川区出来島２丁
目７番２１号

卸売 輸出入 新規

西淀川 令和5年1月19日 令和4年11月24日

法人番号8120003012774
合同会社ユハ
ファミリーマート大阪工業団
地会館店

大阪市西淀川区中島２丁目６
番５１号　大阪工業団地会館

小売 一般 新規

東成 令和5年1月6日 令和4年11月9日
法人番号9120001220155
株式会社喜多本店

大阪市東成区中道３丁目１５
番１６号　毎日東ビル６階６０
４号室

小売
通信販

売
条件緩和

旭 令和5年1月6日 令和4年11月22日

法人番号5130001021770
株式会社ＴＯＡＩ
ジャンボカラオケ広場　京橋
１号店

大阪市都島区東野田町５丁
目１番１６号　第２大永ビル２
階

小売 一般 新規

大 阪 国 税 局
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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
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住吉 令和5年1月11日 令和4年10月27日

法人番号1430001010672
株式会社ツルハ
ツルハドラッグ住之江中加賀
屋店

大阪市住之江区中加賀屋４
丁目４番６号

小売 一般 新規

東住吉 令和5年1月16日 令和4年11月14日
田中　良平
セブン－イレブン大阪平野西
４丁目店

大阪市平野区平野西４丁目９
番１９号

小売 一般 新規

東住吉 令和5年1月31日 令和4年11月29日
三谷　舞
ファミリーマート平野長吉出
戸店

大阪市平野区長吉出戸８丁
目３番４５号

小売 一般 新規

西成 令和5年1月1日 令和4年11月18日
安川　善輝
積善酒店

大阪市西成区天神ノ森１丁目
４番３号

小売 一般 新規

西成 令和5年1月20日 令和4年12月2日
ＫＹＥＩ　ＥＤＷＡＲＤ　ＥＭＭＡ
ＮＵＥＬ
Ｋｙｅｉ　ａｎｄ　ｓｏｎｓ

大阪市西成区津守１丁目８番
７号

卸売 輸出入 新規

東淀川 令和5年1月17日 令和4年11月18日
法人番号7180301016951
株式会社スギ薬局
スギドラッグ塚本駅前店

大阪市淀川区塚本２丁目２４
番７号

小売 一般 新規

東淀川 令和5年1月24日 令和4年11月10日

法人番号8010401166209
株式会社ＫＥＮＳ　ＴＲＡＤＩＮ
Ｇ
キングラム東三国店

大阪市淀川区宮原５丁目２番
２３号

小売 一般 新規

北 令和5年1月17日 令和4年12月28日

法人番号3120001225333
株式会社イル・ソッフィオー
ネ
イル・ソッフィオーネ

大阪市北区中之島４丁目１番
１８号　１階

卸・小
売

洋酒・
一般・
通信販

売

移転

北 令和5年1月24日 令和4年11月16日
末 　優明
ローソン　アパリゾート大阪
梅田駅タワー店

大阪市北区曽根崎２丁目８番
３２号　アパホテル＆リゾート
大阪梅田駅タワー４階

小売 一般 新規

北 令和5年1月31日 令和4年12月13日

法人番号9120001207400
株式会社ＡＲＵＭＥ．ＤＥＳＩＧ
Ｎ
ｌ’ｏｃｃａｓ-ｌａ　ｃａｖｅ-

大阪市北区西天満３丁目９番
４号　ＩＳＢＥＥ　ＳＱＵＡＲＥ２階

小売 一般 新規

北 令和5年1月31日 令和4年11月16日
法人番号7120001121652
株式会社アイマニア
アイマニア

大阪市北区山崎町３番６号
明和印刷ビル

小売
通信販

売
新規

東 令和5年1月16日 令和4年11月14日

法人番号8120001031074
株式会社銭家
ファミリーマート北浜二丁目
店

大阪市中央区北浜２丁目４番
１２号　エスクレア北浜１階

小売 一般 新規

東 令和5年1月17日 令和4年12月2日
北野　雅也
ｇａｌｌｅｒｙ　ｙｏｎｇｏｕ

大阪市中央区上町１丁目６番
８号　Ｔ３ビル３階

小売 一般 新規

東 令和5年1月17日 令和4年11月1日
法人番号1120001247197
株式会社キヨスル

大阪市中央区北浜３丁目２番
２５号　京阪淀屋橋ビル８階

小売
通信販

売
新規

東 令和5年1月17日 令和4年12月2日
法人番号2120001247650
株式会社ＣＡＢ
ＣＡＢ

大阪市中央区北久宝寺町２
丁目６番１０－１５０６号

卸・小
売

洋酒・
一般・
通信販

売

新規

東 令和5年1月24日 令和4年12月8日
法人番号7120001111769
グランマルシェ株式会社
おうち　ｄｅ　グランマルシェ

大阪市中央区本町４丁目５番
１６号　本町スクウェアビルⅡ
３階

小売
通信販

売
新規

南 令和5年1月11日 令和4年12月16日

法人番号5120001119921
株式会社大阪メトロサービス
久世福商店なんばウォーク
店

大阪市中央区難波１丁目　虹
のまち３－１号

小売 一般 移転

南 令和5年1月24日 令和4年12月12日
森本　利樹
ビストロ　ニ・ド・ワゾォー

大阪市中央区東心斎橋１丁
目１３番３３号　ハッピービル１
階

小売 一般 新規

南 令和5年1月26日 令和5年1月4日
法人番号1120001190331
三国商事株式会社
買取三国　千日前店

大阪市中央区難波千日前６
番１７号　サニーコート難波千
日前１０１号室

卸売
洋酒・
店頭販

売
条件緩和

南 令和5年1月31日 令和4年12月1日
法人番号1122001034113
オンキヨー株式会社

大阪市中央区南船場１丁目３
番９号　プレミアム長堀ビル３
０１号室

卸・小
売

自己商
標・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

堺 令和5年1月1日 令和4年10月31日
法人番号4010001030181
ミニストップ株式会社
ミニストップ堺大庭寺店

堺市南区大庭寺８６６番地 小売 一般 新規

堺 令和5年1月1日 令和4年10月28日

法人番号6120101066344
株式会社エスティプリーズ
セブン－イレブン堺浜寺石津
町西２丁店

堺市西区浜寺石津町西２丁９
番１号

小売 一般 法人成り等

堺 令和5年1月31日 令和4年11月29日

法人番号2013301010706
株式会社ファミリーマート
ファミリーマート堺三宝町六
丁店

堺市堺区三宝町６丁３０５番
地１

小売 一般 新規

岸和田 令和5年1月26日 令和4年11月10日
河田　浩
セブン－イレブン岸和田別所
２丁目店

岸和田市別所町２丁目１１番
１７号

小売 一般 新規

岸和田 令和5年1月31日 令和4年11月30日

法人番号2013301010706
株式会社ファミリーマート
ファミリーマート岸和田岡山
町店

岸和田市岡山町１０１番地 小売 一般 新規

豊能 令和5年1月10日 令和4年12月8日
法人番号8120901044844
株式会社リバーサルプラン
シャトレーゼ小野原店

箕面市小野原西６丁目５番４
７号

小売 一般 法人成り等

豊能 令和5年1月17日 令和4年11月18日
法人番号7180301016951
株式会社スギ薬局
スギドラッグ池田旭丘店

池田市旭丘１丁目９番２５号 小売 一般 新規

豊能 令和5年1月31日 令和4年12月13日
伊藤　和子
Ｂｒｉｌｌａｎｔｅ

豊中市新千里南町２丁目３番
３８－３０７号

小売 一般 新規

吹田 令和5年1月1日 令和4年10月28日
法人番号7120902006299
有限会社阪口商店
ローソン五月ケ丘東店

吹田市五月が丘東１３番２３
号　さんふぁいぶ五月が丘１
階

小売 一般 新規

吹田 令和5年1月13日 令和4年11月14日
法人番号7180301016951
株式会社スギ薬局
スギドラッグ吹田原町店

吹田市原町２丁目２４番２４号 小売 一般 新規

泉大津 令和5年1月30日 令和5年1月16日
浅井　光子
浅井酒店

和泉市今福町１丁目５番１号 小売 一般 相続

泉大津 令和5年1月30日 令和5年1月5日
藤原　幸司
Ｗｉｎｅ　Ｌｉｓｔｅｎｅｒ

和泉市和田町９５３番地の１ 小売
通信販

売
新規

枚方 令和5年1月1日 令和4年10月25日
中務　英雄
中務酒店

交野市妙見東４丁目４番１０
号

小売 一般 移転

枚方 令和5年1月5日 令和4年11月4日

法人番号5120001195293
株式会社三友
ローソン枚方北中振一丁目
店

枚方市北中振１丁目２３番３７
号

小売 一般 新規

茨木 令和5年1月24日 令和4年12月7日

法人番号5130001021770
株式会社ＴＯＡＩ
ジャンボカラオケ広場　高槻
３号店

高槻市高槻町１８番５号　銀
雅ビル２階

小売 一般 新規

茨木 令和5年1月25日 令和4年11月30日
小阪　亮
ローソン高槻氷室町四丁目
店

高槻市氷室町４丁目２番５号 小売 一般 新規

茨木 令和5年1月31日 令和4年11月18日
笠松　徹
ファミリーマート高槻宮田町
二丁目店

高槻市宮田町２丁目１３番２５
号

小売 一般 新規

八尾 令和5年1月1日 令和4年10月31日

法人番号1120001165944
ＴＨＥＲＭＡＧＹ株式会社
セブン－イレブンセブンパー
ク天美店

松原市天美東３丁目５００番
地

小売 一般 新規

八尾 令和5年1月31日 令和4年11月28日

法人番号2122001032743
株式会社リアクティブ
ファミリーマート八尾高安町
店

八尾市高安町南７丁目３番地 小売 一般 新規

泉佐野 令和5年1月19日 令和4年12月22日
法人番号6120101064703
株式会社ＫＩ．ＨＯ．ＫＡ

泉佐野市笠松１丁目７番１４
号

卸売 洋酒 条件緩和

泉佐野 令和5年1月26日 令和4年11月25日
法人番号6120101049027
スフィーダ株式会社
ローソン日根野駅前店

泉佐野市日根野４０７６番１ 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

富田林 令和5年1月24日 令和4年11月22日

法人番号7120105009629
一般財団法人大阪はびきの
観光局
大阪はびきの観光局

羽曳野市古市１丁目１番２１
号

小売 一般 新規

東大阪 令和5年1月1日 令和4年10月13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若江岩田
店

東大阪市岩田町３丁目１４番
１号

小売 一般 新規

東大阪 令和5年1月1日 令和4年10月28日
瀨脇　憲次
ミニストップ高井田本通店

東大阪市高井田本通７丁目７
番２２号

小売 一般 新規

東大阪 令和5年1月13日 令和4年11月4日

法人番号4120002072121
株式会社あしび
ローソン東大阪岩田町三丁
目店

東大阪市岩田町３丁目１番２
３号

小売 一般 新規

東大阪 令和5年1月15日 令和4年10月3日

法人番号2120001231415
株式会社Ｍ．ＰＬＵＳ
ファミリーマート長田東二丁
目店

東大阪市長田東２丁目２番７
号

小売 一般 新規

東大阪 令和5年1月16日 令和4年11月15日

法人番号7120002063159
株式会社Ｃａｃｔｕｓ
ローソン東大阪小阪三丁目
店

東大阪市小阪３丁目２番４号 小売 一般 新規

東大阪 令和5年1月17日 令和4年9月20日
法人番号3122001025944
株式会社Ｎテック
おたからや布施駅前店

東大阪市足代２丁目１番１０
号

小売 一般 新規

東大阪 令和5年1月25日 令和5年1月5日
丸山　聖子
セブン－イレブン東大阪菱屋
東２丁目店

東大阪市菱屋東２丁目３番２
５号

小売 一般 相続

（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。


