
酒類等製造免許の新規取得者名等一覧（令和３年分）

　令和３年１月１日から令和３年12月31日までの酒類等製造免許の取得者等は次のとおりです。

都道府
県名

税務
署名

免許等年月日 申請等年月日 製造者氏名又は名称 製造場所在地 免許等区分 品目 処理区分

山梨 山梨 令和3年1月4日 令和2年7月31日
法人番号3090001016793
南アルプスワインアンドビバレッジ株式会社

笛吹市一宮町上矢作１９１
番地１

酒類
甘味果実
酒

法人成り等

山梨 山梨 令和3年1月4日 令和2年7月31日
法人番号3090001016793
南アルプスワインアンドビバレッジ株式会社

笛吹市一宮町上矢作１９１
番地１

酒類 ブランデー 法人成り等

山梨 山梨 令和3年1月4日 令和2年7月31日
法人番号3090001016793
南アルプスワインアンドビバレッジ株式会社

笛吹市一宮町上矢作１９１
番地１

酒類 スピリッツ 法人成り等

神奈川 厚木 令和3年1月6日 令和2年10月28日
法人番号3021001019743
黄金井酒造株式会社

厚木市七沢７６９番地 酒類 みりん 新規

東京 浅草 令和3年1月8日 令和2年8月5日
法人番号4011001132364
エシカル・スピリッツ株式会社
東京リバーサイド蒸溜所

台東区蔵前３丁目９番３号
臼井ビル１階、１．５階及び
２階

酒類 スピリッツ 新規

東京 蒲田 令和3年1月8日 令和2年9月15日
法人番号3010705000423
学校法人東京滋慶学園
東京バイオテクノロジー専門学校

大田区北糀谷１丁目３番１４
号　東京バイオテクノロジー
専門学校１号館１階、２階及
び３階

酒母 新規

兵庫 西脇 令和3年1月13日 令和2年10月28日
法人番号3140001114856
四季酒造株式会社

多可郡多可町八千代区仕
出原６９７番１５の２

酒類 ブランデー 新規

大阪
東住
吉

令和3年1月18日 令和2年10月27日

法人番号9120001011513
株式会社日本サンガリアベバレッジカンパ
ニー
株式会社日本サンガリアベバレッジカンパ
ニー今川工場

大阪市東住吉区今川６丁目
３番12号

酒類 スピリッツ 新規

鳥取 米子 令和3年1月18日 令和2年10月21日
法人番号3270001003749
株式会社海産物のきむらや
株式会社海産物のきむらや

境港市渡町3307 酒母 新規

北海道 函館 令和3年1月27日 令和2年1月29日
法人番号1260002034003
箱館醸蔵有限会社
箱館醸蔵

亀田郡七飯町大中山一丁
目２番３号

酒類 清酒 移転

岩手 二戸 令和3年2月3日 令和2年11月24日
法人番号8400001007847
株式会社南部美人
株式会社南部美人馬仙峡蔵

二戸市下斗米字上野平67
番地30

酒類 スピリッツ 新規

京都 宇治 令和3年2月24日 令和2年11月27日

法人番号5010401104880
サントリーグローバルイノベーションセンター
株式会社
サントリーワールドリサーチセンター

相楽郡精華町精華台８丁目
１番地１

もろみ 新規

福島 相馬 令和3年2月25日 令和2年12月11日
法人番号6380001016555
株式会社鈴木酒造店
株式会社鈴木酒造店

双葉郡浪江町大字幾世橋
字知命寺40番地

酒類 清酒 移転

福島 相馬 令和3年2月25日 令和2年12月11日
法人番号6380001016555
株式会社鈴木酒造店
株式会社鈴木酒造店

双葉郡浪江町大字幾世橋
字知命寺40番地

酒類 スピリッツ 移転

福島 相馬 令和3年2月25日 令和2年12月11日
法人番号6380001016555
株式会社鈴木酒造店
株式会社鈴木酒造店

双葉郡浪江町大字幾世橋
字知命寺40番地

酒類 雑酒 移転

北海道
旭川
中

令和3年2月26日 令和2年12月16日

法人番号8010105000820
独立行政法人国立高等専門学校機構
独立行政法人国立高等専門学校機構　旭川
工業高等専門学校　化学棟１階「微生物反応
実験室」及び化学棟３階「生化学大実験室」

旭川市春光台二条二丁目１
番６号旭川工業高等専門学
校　化学棟１階及び３階

試験免許 清酒 新規

青森
五所
川原

令和3年3月3日 令和2年8月3日
法人番号7420002012300
有限会社サンアップル醸造ジャパン
モホドリ蒸溜研究所

五所川原市字大町508番地
5

酒類 ブランデー 新規

北海道
倶知
安

令和3年3月12日 令和2年8月19日
法人番号7430001078374
株式会社ニセコ蒸溜所
ニセコ蒸溜所

虻田郡ニセコ町字ニセコ４７
８番地１５　蒸溜所１階及び
貯蔵庫

酒類 スピリッツ 新規

栃木 真岡 令和3年3月19日 令和3年1月18日
法人番号2060001009594
株式会社　外池酒造店

芳賀郡益子町大字塙３３３
番地１

酒類 甘味果実酒新規

新潟
新発
田

令和3年3月22日 令和3年1月20日
法人番号5110001011360
株式会社　天朝閣
瓢湖・屋敷の杜ブルワリー

阿賀野市金屋字川端３４５
番１

酒母 新規

千葉 館山 令和3年3月22日 令和2年7月9日
法人番号5040001113602
ＴＡＴＥＹＡＭＡ　ＢＲＥＷＩＮＧ株式会社

館山市北条１７５８番地 酒類 スピリッツ 新規

三重 松阪 令和3年3月22日 令和3年1月18日
法人番号3190001011891
井村屋株式会社
井村屋株式会社福和蔵

多気郡多気町ヴィソン672番
地1

酒類 清酒 移転

鳥取 倉吉 令和3年3月22日 令和2年12月28日
法人番号7270003000344
松井酒造合名会社
松井酒造合名会社　湯梨浜工場

東伯郡湯梨浜町大字田後
320番地2

酒類 清酒 移転

長野
信濃
中野

令和3年3月29日 令和2年10月14日

法人番号5020001117349
きよかわ　株式会社
きよかわ株式会社飯山蒸溜所Ｉｉｙａｍａ Ｄｉｓｔｉｌｌ
ｅｒｙ

飯山市大字豊田５１２３番地
３０

酒類 スピリッツ 新規

東京 本所 令和3年3月29日 令和3年2月22日
法人番号6011502002898
株式会社シンポ企画
株式会社シンポ企画（両国麦酒研究所）

墨田区亀沢２丁目23番７号
塚越ビル１階

酒母 新規

東京 本所 令和3年3月29日 令和2年12月24日
法人番号8040001061121
株式会社ＫＡＮＳＨＯＫＵ

墨田区緑４丁目23番４号
丸八緑町ビル１階、２階及び
３階

試験免許 スピリッツ 新規

静岡 藤枝 令和3年3月31日 令和3年3月12日
法人番号4011001040690
サッポロビール株式会社
サッポロビール株式会社静岡工場

焼津市浜当目708番地の1 もろみ 新規

山形 村山 令和3年4月1日 令和3年1月22日
法人番号3390001009511
株式会社六歌仙
株式会社六歌仙

東根市温泉町三丁目17番7
号

酒類 清酒 法人成り等



山形 村山 令和3年4月1日 令和3年1月22日
法人番号3390001009511
株式会社六歌仙
株式会社六歌仙

東根市温泉町三丁目17番7
号

酒類 単式蒸留焼酎法人成り等

新潟 新潟 令和3年4月1日 令和3年3月8日
法人番号3110005001789
国立大学法人　新潟大学
新潟大学日本酒学センター

新潟市西区五十嵐二の町８
０５０番地２　産学地域連携
棟及び産学連携共同研究
棟２号棟

試験免許 清酒 新規

東京 神田 令和3年4月1日 令和3年2月9日
法人番号6010605002434
地方独立行政法人東京都立産業技術研究セ
ンター

千代田区神田佐久間町１丁
目９番地　東京都産業労働
局秋葉原庁舎６階

試験免許 清酒 新規

東京 青梅 令和3年4月1日 令和2年9月14日
法人番号9013101006955
株式会社ヴィンヤード多摩

あきる野市下代継４０８番地
１

酒類 甘味果実酒新規

愛知 熱田 令和3年4月1日 令和3年3月1日
愛知県教育委員会
愛知県立名古屋工科高等学校

名古屋市南区阿原町1番 試験免許 単式蒸留焼酎新規

静岡 沼津 令和3年4月14日 令和3年2月12日
法人番号9080103001607
ＲｅＰｕＢｒｅｗ合同会社
ＲｅＰｕＢｒｅｗ

沼津市大手町二丁目1番1
号　ポルト沼津Ｂ1

酒類 スピリッツ 新規

神奈川 鶴見 令和3年4月20日 令和3年2月12日
法人番号5010001034768
キリンホールディングス株式会社
キリンホールディングス株式会社　横浜駐在

横浜市鶴見区生麦１丁目１
７番１号

もろみ 新規

福岡
久留
米

令和3年4月23日 令和3年3月22日
法人番号1290001049825
株式会社杜の蔵
株式会社杜の蔵

久留米市三潴町玉満２７７３
番地

酒類 みりん 新規

愛媛
伊予
西条

令和3年4月26日 令和3年1月20日

法人番号9020001043244
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社　小松
工場

西条市小松町妙口甲806番
地１

酒類 スピリッツ 新規

鳥取 倉吉 令和3年4月27日 令和3年2月22日
法人番号6270002009593
梅津酒造有限会社
梅津酒造有限会社

東伯郡北栄町大谷1350番
地

酒類 みりん 新規

鹿児島 大島 令和3年5月1日 令和3年3月1日
法人番号1340001010483
株式会社　奄美大島開運酒造
株式会社奄美大島開運酒造 奄美伝承蔵

奄美市名瀬小浜町２５番３
号

酒類
単式蒸留
焼酎

法人成り等

富山 魚津 令和3年5月10日 令和3年3月17日
法人番号7230001017567
株式会社白岩

富山県中新川郡立山町白
岩178番地

酒類 清酒 移転

静岡 藤枝 令和3年5月11日 令和3年3月26日

法人番号4011001040690
サッポロビール株式会社
サッポロビール株式会社価値創造フロンティ
ア研究所

焼津市浜当目708番地の1 もろみ 新規

大阪 八尾 令和3年5月13日 令和3年2月22日
法人番号4122005001858
学校法人玉手山学園
関西福祉科学大学

柏原市旭ケ丘３丁目１１番１
号

試験免許
甘味果実
酒

新規

鹿児島 大島 令和3年5月15日 令和2年8月17日
法人番号1340001023056
ワールドリカー　株式会社
ワールドリカー株式会社　喜界蒸留所

大島郡喜界町大字赤連２９
６６番地４０

酒類 スピリッツ 新規

東京
小石
川

令和3年5月21日 令和3年3月22日
法人番号2010001038763
株式会社エム・シー・フーズ

文京区小石川１丁目１番１
号　文京ガーデンゲートタ
ワー１０階１００３号室

試験免許
甘味果実
酒

新規

東京
小石
川

令和3年5月21日 令和3年3月22日
法人番号2010001038763
株式会社エム・シー・フーズ

文京区小石川１丁目１番１
号　文京ガーデンゲートタ
ワー１０階１００３号室

試験免許 スピリッツ 新規

山形 山形 令和3年5月25日 令和3年4月12日
法人番号7390001002438
三和罐詰株式会社
三和罐詰株式会社　商品企画開発室

東村山郡中山町大字長崎
229番地2

試験免許 スピリッツ 新規

福島 田島 令和3年5月28日 令和3年4月1日
法人番号5380003003676
合同会社ねっか
合同会社ねっか奥会津蒸留所

南会津郡只見町大字梁取
字沖998番地

輸出免許 清酒 新規

兵庫 芦屋 令和3年5月28日 令和3年4月15日
法人番号7140001001324
菊正宗酒造株式会社
菊正宗酒造株式会社　嘉宝蔵

神戸市東灘区魚崎西町１丁
目８番６

試験免許 雑酒 新規

福岡
久留
米

令和3年6月1日 令和3年4月5日
法人番号4290001091353
株式会社いそのさわ
株式会社いそのさわ

うきは市浮羽町西隈上１番
地２

酒類 清酒 法人成り等

福岡
久留
米

令和3年6月1日 令和3年4月5日
法人番号4290001091353
株式会社いそのさわ
株式会社いそのさわ

うきは市浮羽町西隈上１番
地２

酒類
単式蒸留
焼酎

法人成り等

栃木 栃木 令和3年6月2日 令和3年4月14日

法人番号6060001014228
小林酒造　株式会社
小林酒造株式会社「鳳凰美田」第二工場惣社
蔵

栃木市惣社町１５１０番地１
９

酒類 スピリッツ 新規

大分 日田 令和3年6月2日 令和3年3月16日
法人番号4011001040690
サッポロビール　株式会社
サッポロビール株式会社　九州日田工場

日田市大字高瀬6979 もろみ 新規

沖縄 名護 令和3年6月3日 令和3年5月12日
法人番号7360001008504
オリオンビール株式会社
オリオンビール株式会社　名護工場

名護市東江２丁目２－１ 試験免許 スピリッツ 新規

沖縄 那覇 令和3年6月4日 令和3年5月6日
法人番号6360001002367
久米仙酒造株式会社
久米仙酒造株式会社

那覇市字仲井真１５５番地 酒類 スピリッツ 新規

青森 弘前 令和3年6月10日 令和3年3月25日
法人番号5420002019982
有限会社サンマモルワイナリー
サンマモルワイナリー第2工場

南津軽郡大鰐町大字島田
字滝ノ沢100番地9

酒類
甘味果実
酒

新規

山梨 甲府 令和3年6月10日 令和3年4月12日
法人番号8000020190004
山梨県庁
山梨県産業技術センター

甲府市大津町２０９４番地 試験免許 スピリッツ 新規

山梨 甲府 令和3年6月10日 令和3年4月12日
法人番号8000020190004
山梨県庁
山梨県産業技術センター

甲府市大津町２０９４番地 試験免許 粉末酒 新規

香川 高松 令和3年6月10日 令和3年5月20日
法人番号7470005001659
国立大学法人　香川大学
希少糖生産ステーション

木田郡三木町大字池戸２３
９３番地

もろみ 新規

千葉 船橋 令和3年6月15日 令和3年3月18日
法人番号4011001040690
サッポロビール株式会社
サッポロビール株式会社　千葉工場

船橋市高瀬町２番 もろみ 新規



埼玉 上尾 令和3年6月17日 令和2年12月23日
法人番号7030001098264
グリット　株式会社

北本市中丸九丁目２０番地
株式会社ノヴァ本社２階

酒類 スピリッツ 新規

三重 松阪 令和3年6月18日 令和3年4月7日
法人番号6180301015285
株式会社角谷文治郎商店
株式会社角谷文治郎商店伊勢蔵

多気郡多気町ヴィソン672番
地1

酒類
単式蒸留
焼酎

新規

三重 松阪 令和3年6月18日 令和3年4月7日
法人番号6180301015285
株式会社角谷文治郎商店
株式会社角谷文治郎商店伊勢蔵

多気郡多気町ヴィソン672番
地1

酒類 みりん 新規

島根
石見
大田

令和3年6月18日 令和3年1月27日
法人番号8280001007067
石見ワイナリー株式会社
石見ワイナリー株式会社

大田市三瓶町志学ロ1640番
地2

酒類
甘味果実
酒

新規

島根
石見
大田

令和3年6月18日 令和3年1月27日
法人番号8280001007067
石見ワイナリー株式会社
石見ワイナリー株式会社

大田市三瓶町志学ロ1640番
地2

酒類 ブランデー 新規

岩手 盛岡 令和3年6月23日 令和3年5月13日
法人番号6400005002359
地方独立行政法人岩手県工業技術センター
地方独立行政法人岩手県工業技術センター

盛岡市北飯岡二丁目4番25
号

もろみ 新規

北海道 網走 令和3年6月24日 令和3年4月26日
法人番号8460301003053
網走ビール株式会社
網走ビール株式会社ファクトリー

網走市南二条西四丁目１番
２

酒類 スピリッツ 新規

神奈川
川崎
北

令和3年6月24日 令和3年4月28日

法人番号9010401081175
サントリーＭＯＮＯＺＵＫＵＲＩエキスパート株式
会社
サントリーＭＯＮＯＺＵＫＵＲＩエキスパート株式
会社商品開発センター

川崎市中原区今井上町１３
番２号

試験免許 清酒 新規

神奈川
川崎
北

令和3年6月24日 令和3年4月28日

法人番号9010401081175
サントリーＭＯＮＯＺＵＫＵＲＩエキスパート株式
会社
サントリーＭＯＮＯＺＵＫＵＲＩエキスパート株式
会社商品開発センター

川崎市中原区今井上町１３
番２号

試験免許
連続式蒸
留焼酎

新規

神奈川
川崎
北

令和3年6月24日 令和3年4月28日

法人番号9010401081175
サントリーＭＯＮＯＺＵＫＵＲＩエキスパート株式
会社
サントリーＭＯＮＯＺＵＫＵＲＩエキスパート株式
会社商品開発センター

川崎市中原区今井上町１３
番２号

試験免許
単式蒸留
焼酎

新規

神奈川
川崎
北

令和3年6月24日 令和3年4月28日

法人番号9010401081175
サントリーＭＯＮＯＺＵＫＵＲＩエキスパート株式
会社
サントリーＭＯＮＯＺＵＫＵＲＩエキスパート株式
会社商品開発センター

川崎市中原区今井上町１３
番２号

試験免許
甘味果実
酒

新規

神奈川
川崎
北

令和3年6月24日 令和3年4月28日

法人番号9010401081175
サントリーＭＯＮＯＺＵＫＵＲＩエキスパート株式
会社
サントリーＭＯＮＯＺＵＫＵＲＩエキスパート株式
会社商品開発センター

川崎市中原区今井上町１３
番２号

試験免許 ブランデー 新規

神奈川
川崎
北

令和3年6月24日 令和3年4月28日

法人番号9010401081175
サントリーＭＯＮＯＺＵＫＵＲＩエキスパート株式
会社
サントリーＭＯＮＯＺＵＫＵＲＩエキスパート株式
会社商品開発センター

川崎市中原区今井上町１３
番２号

試験免許
原料用ア
ルコール

新規

神奈川
川崎
北

令和3年6月24日 令和3年4月28日

法人番号9010401081175
サントリーＭＯＮＯＺＵＫＵＲＩエキスパート株式
会社
サントリーＭＯＮＯＺＵＫＵＲＩエキスパート株式
会社商品開発センター

川崎市中原区今井上町１３
番２号

試験免許 スピリッツ 新規

神奈川
川崎
北

令和3年6月24日 令和3年4月28日

法人番号9010401081175
サントリーＭＯＮＯＺＵＫＵＲＩエキスパート株式
会社
サントリーＭＯＮＯＺＵＫＵＲＩエキスパート株式
会社商品開発センター

川崎市中原区今井上町１３
番２号

酒母 新規

神奈川
川崎
北

令和3年6月24日 令和3年4月28日

法人番号9010401081175
サントリーＭＯＮＯＺＵＫＵＲＩエキスパート株式
会社
サントリーＭＯＮＯＺＵＫＵＲＩエキスパート株式
会社商品開発センター

川崎市中原区今井上町１３
番２号

もろみ 新規

山梨 山梨 令和3年6月29日 令和2年7月31日
法人番号2090003001241
合同会社共栄堂
室伏ワイナリー

山梨市牧丘町室伏７２５番
地

酒類
甘味果実
酒

新規

大阪
東淀
川

令和3年6月29日 令和3年5月19日
法人番号2120001066687
大洋香料株式会社
大洋香料株式会社　研究所

大阪市東淀川区東淡路１丁
目６番２７号

酒母 新規

大阪
東淀
川

令和3年6月29日 令和3年5月19日
法人番号2120001066687
大洋香料株式会社
大洋香料株式会社　研究所

大阪市東淀川区東淡路１丁
目６番２７号

もろみ 新規

東京
江東
西

令和3年6月30日 令和2年12月18日
法人番号1010602027496
有限会社ヴィルゴビール

江東区海辺２３番１５号 酒類 スピリッツ 新規

茨城 土浦 令和3年7月1日 令和3年4月30日
法人番号1050001004647
株式会社　那嘉屋
株式会社那嘉屋八郷蒸溜所

石岡市須釜1300番地８ 酒類 スピリッツ 新規

東京 神田 令和3年7月1日 令和3年4月30日
法人番号1050001004647
株式会社那嘉屋
株式会社那嘉屋　東京蒸溜所

千代田区神田練塀町１３番
地１　ＳＥＥＫＢＡＳＥ０１号棟
（０－１区画）

酒類 スピリッツ 新規

神奈川
小田
原

令和3年7月5日 令和3年4月12日
湯浅　康平
森山酒造場

小田原市鬼柳字石原町１３
８番地２５

酒類 清酒 移転

福岡 田川 令和3年7月6日 令和3年5月31日
法人番号9290801016546
マルボシ酢株式会社
マルボシ酢株式会社

田川郡川崎町大字田原２４
２５番地

酒類 スピリッツ 新規

石川 松任 令和3年7月6日 令和3年5月18日
法人番号5220001009179
株式会社車多酒造
株式会社車多酒造

白山市坊丸町60番地1 試験免許 スピリッツ 新規

東京 青梅 令和3年7月7日 令和3年2月22日
法人番号6090001008697
株式会社ウッドボックス
檜原村じゃがいも焼酎製造等施設

西多摩郡檜原村小沢４０２３
番地1

酒類
単式蒸留
焼酎

新規



愛媛
八幡
浜

令和3年7月7日 令和3年5月18日
法人番号2500001007982
株式会社媛囃子
株式会社媛囃子

西予市城川町魚成4598番
地

酒類 ブランデー 新規

鹿児島
加治
木

令和3年7月7日 令和3年4月15日
法人番号9010401057547
株式会社　天狗本社
株式会社天狗本社

霧島市国分姫城３１１１番地
１

もろみ 新規

山梨 山梨 令和3年7月8日 令和2年12月10日
法人番号2090001016704
株式会社ＧＥＥＫＳＴＩＬＬ

甲州市塩山竹森４４４番地１ 酒類 スピリッツ 新規

愛知 岡崎 令和3年7月8日 令和3年3月18日
法人番号8180301002538
轟醸造株式会社
轟醸造株式会社

額田郡幸田町大字坂崎字
竹下52番地

酒類 スピリッツ 新規

福岡 香椎 令和3年7月15日 令和3年6月15日
法人番号7290002035562
有限会社鷲頭酒造場
有限会社鷲頭酒造場

宗像市田熊三丁目５８１番
地２

酒類 清酒 移転

福岡 香椎 令和3年7月15日 令和3年6月15日
法人番号7290002035562
有限会社鷲頭酒造場
有限会社鷲頭酒造場

宗像市田熊三丁目５８１番
地２

酒類 スピリッツ 移転

福岡 香椎 令和3年7月15日 令和3年6月15日
法人番号7290002035562
有限会社鷲頭酒造場
有限会社鷲頭酒造場

宗像市田熊三丁目５８１番
地２

酒類 雑酒 移転

香川 高松 令和3年7月26日 令和3年7月1日
法人番号8000020370002
香川県
香川県産業技術センター食品研究所

高松市郷東町587番地１ もろみ 新規

沖縄 沖縄 令和3年7月27日 令和3年5月27日
法人番号1000020470007
沖縄県
沖縄県立中部農林高等学校

うるま市字田場１５７０番地 試験免許
単式蒸留
焼酎

新規

長野
信濃
中野

令和3年8月5日 令和3年6月18日

法人番号8100003003560
Ａｎｇｌｏ　Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｂｒｅｗｉｎｇ　Ｃｏｍｐａｎｙ
合同会社
里武士

下高井郡野沢温泉村大字
豊郷９３４７番地

酒類 スピリッツ 新規

京都 宇治 令和3年9月1日 令和3年6月11日
法人番号9010401081175
サントリーＭＯＮＯＺＵＫＵＲＩエキスパート株式
会社

京都府相楽郡精華町精華
台８丁目１番１号

酒母 新規

三重 尾鷲 令和3年9月1日 令和3年7月8日
法人番号8190001015649
株式会社トーエー
株式会社トーエー

南牟婁郡御浜町大字阿田
和2266番地

もろみ 新規

京都 宇治 令和3年9月1日 令和3年6月11日
法人番号9010401081175
サントリーＭＯＮＯＺＵＫＵＲＩエキスパート株式
会社

京都府相楽郡精華町精華
台８丁目１番１号

もろみ 新規

京都 宇治 令和3年9月1日 令和3年6月11日
法人番号9010401081175
サントリーＭＯＮＯＺＵＫＵＲＩエキスパート株式
会社

京都府相楽郡精華町精華
台８丁目１番１号

試験免許 清酒 新規

京都 宇治 令和3年9月1日 令和3年6月11日
法人番号9010401081175
サントリーＭＯＮＯＺＵＫＵＲＩエキスパート株式
会社

京都府相楽郡精華町精華
台８丁目１番１号

試験免許
連続式蒸
留焼酎

新規

京都 宇治 令和3年9月1日 令和3年6月11日
法人番号9010401081175
サントリーＭＯＮＯＺＵＫＵＲＩエキスパート株式
会社

京都府相楽郡精華町精華
台８丁目１番１号

試験免許
単式蒸留
焼酎

新規

京都 宇治 令和3年9月1日 令和3年6月11日
法人番号9010401081175
サントリーＭＯＮＯＺＵＫＵＲＩエキスパート株式
会社

京都府相楽郡精華町精華
台８丁目１番１号

試験免許
甘味果実
酒

新規

京都 宇治 令和3年9月1日 令和3年6月11日
法人番号9010401081175
サントリーＭＯＮＯＺＵＫＵＲＩエキスパート株式
会社

京都府相楽郡精華町精華
台８丁目１番１号

試験免許 ブランデー 新規

京都 宇治 令和3年9月1日 令和3年6月11日
法人番号9010401081175
サントリーＭＯＮＯＺＵＫＵＲＩエキスパート株式
会社

京都府相楽郡精華町精華
台８丁目１番１号

試験免許
原料用ア
ルコール

新規

京都 宇治 令和3年9月1日 令和3年6月11日
法人番号9010401081175
サントリーＭＯＮＯＺＵＫＵＲＩエキスパート株式
会社

京都府相楽郡精華町精華
台８丁目１番１号

試験免許 スピリッツ 新規

埼玉 行田 令和3年9月3日 令和3年7月14日
法人番号2120001066687
大洋香料　株式会社
大洋香料株式会社埼玉工場

行田市藤原町１丁目７番地
１

酒母 新規

埼玉 行田 令和3年9月3日 令和3年7月14日
法人番号2120001066687
大洋香料　株式会社
大洋香料株式会社埼玉工場

行田市藤原町１丁目７番地
１

もろみ 新規

神奈川
川崎
南

令和3年9月7日 令和2年12月22日

法人番号8010001034740
味の素株式会社
味の素株式会社　食品研究所東棟２Ｆ東Ｌ１１
－１２(製菓製パン実験室)、３Ｆ東Ｌ１２－０７
(健康機能食品開発室)、３Ｆ東Ｌ１１－１１(汎用
実験室：試作評価室)及び５Ｆ東Ｌ１１－０２(食
品化学分析室)

川崎市川崎区鈴木町５番
食品研究所東棟２Ｆ東Ｌ１１
－１２(製菓製パン実験室)、
３Ｆ東Ｌ１２－０７(健康機能
食品開発室)、３Ｆ東Ｌ１１－
１１(汎用実験室：試作評価
室)及び５Ｆ東Ｌ１１－０２(食
品化学分析室)

試験免許 合成清酒 新規

神奈川
川崎
南

令和3年9月7日 令和2年12月22日

法人番号8010001034740
味の素株式会社
味の素株式会社　食品研究所東棟２Ｆ東Ｌ１１
－１２(製菓製パン実験室)、３Ｆ東Ｌ１２－０７
(健康機能食品開発室)、３Ｆ東Ｌ１１－１１(汎用
実験室：試作評価室)及び５Ｆ東Ｌ１１－０２(食
品化学分析室)

川崎市川崎区鈴木町５番
食品研究所東棟２Ｆ東Ｌ１１
－１２(製菓製パン実験室)、
３Ｆ東Ｌ１２－０７(健康機能
食品開発室)、３Ｆ東Ｌ１１－
１１(汎用実験室：試作評価
室)及び５Ｆ東Ｌ１１－０２(食
品化学分析室)

試験免許
甘味果実
酒

新規

神奈川
川崎
南

令和3年9月7日 令和2年12月22日

法人番号8010001034740
味の素株式会社
味の素株式会社　食品研究所東棟２Ｆ東Ｌ１１
－１２(製菓製パン実験室)、３Ｆ東Ｌ１２－０７
(健康機能食品開発室)、３Ｆ東Ｌ１１－１１(汎用
実験室：試作評価室)及び５Ｆ東Ｌ１１－０２(食
品化学分析室)

川崎市川崎区鈴木町５番
食品研究所東棟２Ｆ東Ｌ１１
－１２(製菓製パン実験室)、
３Ｆ東Ｌ１２－０７(健康機能
食品開発室)、３Ｆ東Ｌ１１－
１１(汎用実験室：試作評価
室)及び５Ｆ東Ｌ１１－０２(食
品化学分析室)

試験免許 ブランデー 新規



神奈川
川崎
南

令和3年9月7日 令和2年12月22日

法人番号8010001034740
味の素株式会社
味の素株式会社　食品研究所東棟２Ｆ東Ｌ１１
－１２(製菓製パン実験室)、３Ｆ東Ｌ１２－０７
(健康機能食品開発室)、３Ｆ東Ｌ１１－１１(汎用
実験室：試作評価室)及び５Ｆ東Ｌ１１－０２(食
品化学分析室)

川崎市川崎区鈴木町５番
食品研究所東棟２Ｆ東Ｌ１１
－１２(製菓製パン実験室)、
３Ｆ東Ｌ１２－０７(健康機能
食品開発室)、３Ｆ東Ｌ１１－
１１(汎用実験室：試作評価
室)及び５Ｆ東Ｌ１１－０２(食
品化学分析室)

試験免許 スピリッツ 新規

新潟
新発
田

令和3年9月14日 令和3年6月30日
法人番号3110005001509
学校法人　新潟総合学園
学校法人新潟総合学園新潟食料農業大学

胎内市平根台２４１６番２ 試験免許 清酒 新規

群馬 高崎 令和3年9月16日 令和3年7月7日
法人番号8070001004911
聖酒造　株式会社
聖酒造株式会社赤城藏

渋川市北橘町下箱田３８０
番地

酒類 スピリッツ 新規

宮城
気仙
沼

令和3年9月17日 令和3年6月23日
法人番号2370501000096
株式会社角星
株式会社角星白山製造場

気仙沼市上東側根245番地 酒類 清酒 移転

東京 渋谷 令和3年9月17日 令和3年2月12日
法人番号4011001127199
株式会社ジュニパーボーイズオウン
Ｄｉｓｔｉｌｌｅｒ'ｓ　Ｃｕｔ　Ｔｏｋｙｏ　Ｓｔｕｄｉｏ

渋谷区東１丁目３番１号　カ
ミニート３階２０号店舗

酒類 スピリッツ 新規

秋田
秋田
北

令和3年9月28日 令和3年4月1日
法人番号8410001012755
稲とアガベ株式会社
稲とアガベ

男鹿市船川港船川字新浜
町1番地21

輸出免許 清酒 新規

大阪
富田
林

令和3年10月1日 令和3年8月10日
藤本　恭平
藤本酒造店

藤井寺市藤井寺２丁目１番
10号

酒類 清酒 相続

埼玉 浦和 令和3年10月1日 令和3年7月6日
法人番号1011101044248
株式会社　ロッテ
株式会社ロッテ中央研究所

さいたま市南区沼影三丁目
１番１号

試験免許
甘味果実
酒

新規

埼玉 浦和 令和3年10月1日 令和3年7月6日
法人番号1011101044248
株式会社　ロッテ
株式会社ロッテ中央研究所

さいたま市南区沼影三丁目
１番１号

試験免許 スピリッツ 新規

埼玉 浦和 令和3年10月1日 令和3年7月6日
法人番号1011101044248
株式会社　ロッテ
株式会社ロッテ中央研究所

さいたま市南区沼影三丁目
１番１号

試験免許 雑酒 新規

福井 福井 令和3年10月8日 令和3年8月6日
法人番号8210001017403
黒龍酒造株式会社
SAKE LABORATORY TOKOSHIE

吉田郡永平寺町下浄法寺
第１４号５番地１

酒類 スピリッツ 新規

兵庫 芦屋 令和3年10月12日 令和3年7月20日
法人番号7140001002248
白鶴酒造株式会社
白鶴酒造株式会社　本店蔵

神戸市東灘区住吉南町４丁
目５番５号

酒類 スピリッツ 新規

沖縄 沖縄 令和3年10月14日 令和3年9月2日
法人番号4360002017481
有限会社比嘉酒造
有限会社比嘉酒造

読谷村字長浜１０６１番地 酒類 スピリッツ 新規

神奈川 平塚 令和3年10月15日 令和3年7月27日
法人番号4021001073483
株式会社金井酒造店

秦野市堀山下１８２番地１ 酒類 清酒 法人成り等

千葉 茂原 令和3年10月15日 令和3年8月11日
法人番号7040001114160
株式会社かやま酒蔵
かやま酒蔵

茂原市小林１７１７番地１
小林倉庫３号棟

酒類 スピリッツ 新規

神奈川 平塚 令和3年10月15日 令和3年7月27日
法人番号4021001073483
株式会社金井酒造店

秦野市堀山下１８２番地１ 酒類 スピリッツ 法人成り等

神奈川 平塚 令和3年10月15日 令和3年7月27日
法人番号4021001073483
株式会社金井酒造店

秦野市堀山下１８２番地１ 酒類 雑酒 法人成り等

静岡 沼津 令和3年10月20日 令和3年5月24日
法人番号3100001005563
信濃高原食品株式会社
信濃高原食品株式会社富士小山工場

駿東郡小山町小山1番地の
1

酒類 スピリッツ 新規

東京 浅草 令和3年10月28日 令和3年6月4日
法人番号4010501044425
株式会社ＡＬＬ　WRIGHT
木花之醸造所

台東区駒形２丁目５番５号
小宮ビルB１階

輸出免許 清酒 新規

沖縄 那覇 令和3年10月28日 令和3年10月1日
法人番号3360001006998
上原酒造株式会社
上原酒造株式会社

糸満市字座波１０６１番地 酒類 スピリッツ 新規

富山 砺波 令和3年11月1日 令和3年6月21日
法人番号1230001011773
北陸コカ・コーラプロダクツ株式会社

砺波市東保１２０１番１ 酒類 スピリッツ 新規

熊本 人吉 令和3年11月1日 令和3年10月4日
法人番号8330005010400
球磨焼酎　協同組合
球磨焼酎協同組合

人吉市麓町５番地の１ 酒母 新規

福島 白河 令和3年11月2日 令和3年4月16日
法人番号6380001031562
株式会社奥久慈塙蒸留所
奥久慈塙蒸留所

東白川郡塙町大字板庭字
原木沢32番地

酒類
単式蒸留
焼酎

新規

東京
八王
子

令和3年11月8日 令和3年3月15日
法人番号2010101004707
株式会社大信
東京八王子蒸溜所

八王子市椚田町１２１３番地
５　東京八王子蒸溜所１階

酒類 スピリッツ 新規

岡山
岡山
東

令和3年11月15日 令和3年9月22日
法人番号 2120001066687
大洋香料株式会社
大洋香料株式会社　岡山工場

岡山市中区土田136番地 酒母 新規

岡山
岡山
東

令和3年11月15日 令和3年9月22日
法人番号 2120001066687
大洋香料株式会社
大洋香料株式会社　岡山工場

岡山市中区土田136番地 もろみ 新規

徳島 徳島 令和3年11月24日 令和3年10月7日
元木　功
鳴門金時蒸留所

名西郡石井町高川原字桑
島７番地１

酒類
単式蒸留
焼酎

相続

徳島 徳島 令和3年11月24日 令和3年10月7日
元木　功
鳴門金時蒸留所

名西郡石井町高川原字桑
島７番地１

酒類 みりん 相続

徳島 徳島 令和3年11月24日 令和3年10月7日
元木　功
鳴門金時蒸留所

名西郡石井町高川原字桑
島７番地１

酒類 スピリッツ 相続

新潟 新潟 令和3年11月24日 令和3年7月13日
法人番号9110003004433
ＬＡＧＯＯＮ　ＢＲＥＷＥＲＹ　合同会社

新潟市北区前新田乙５７６
番地３

輸出免許 清酒 新規

島根 出雲 令和3年11月29日 令和3年7月21日
法人番号1280003001512
台雲酒造合同会社
台雲酒造合同会社

出雲市斐川町中洲１１７０番
地

輸出免許 清酒 新規

東京 芝 令和3年11月30日 令和3年8月17日
法人番号4010401018074
株式会社ディーエイチシー

港区芝浦２丁目７番１号
DHC芝浦２丁目ビル７階

試験免許 ブランデー 移転

東京 芝 令和3年11月30日 令和3年8月17日
法人番号4010401018074
株式会社ディーエイチシー

港区芝浦２丁目７番１号
DHC芝浦２丁目ビル７階

試験免許 スピリッツ 移転



北海道 函館 令和3年12月1日 令和3年10月11日
法人番号3190001015777
上川大雪酒造株式会社 函館市亀尾町２８番地１ 酒類 清酒 新規

愛知 半田 令和3年12月1日 令和3年10月7日
法人番号5040001074076
伊東株式会社
伊東株式会社

半田市亀崎町9丁目108番
地1

酒類 清酒 移転

愛知 半田 令和3年12月1日 令和3年10月7日
法人番号5040001074076
伊東株式会社
伊東株式会社

半田市亀崎町9丁目108番
地1

酒類 スピリッツ 移転

愛知 半田 令和3年12月1日 令和3年10月7日
法人番号5040001074076
伊東株式会社
伊東株式会社

半田市亀崎町9丁目108番
地1

酒類 雑酒 移転

京都 園部 令和3年12月9日 令和3年7月20日
法人番号5130001035614
株式会社サンフェステ
株式会社サンフェステ　亀岡蒸留所

亀岡市古世町１丁目１３番１ 酒類
単式蒸留
焼酎

新規

宮城
仙台
中

令和3年12月13日 令和3年10月5日
法人番号7370005002147
国立大学法人東北大学
東北大学大学院農学研究科・農学部

仙台市青葉区荒巻字青葉
468番地1
国立大学法人東北大学青
葉山新キャンパス農学系総
合研究棟

試験免許 清酒 新規

静岡 磐田 令和3年12月13日 令和3年8月6日
法人番号9080401017387
高砂フードプロダクツ株式会社
高砂フードプロダクツ株式会社

袋井市湊4207番地の2 もろみ 新規

京都 伏見 令和3年12月22日 令和3年11月5日
法人番号4130001015823
日々醸造株式会社

京都市伏見区城通町６２８
番地

酒類 清酒 移転

新潟 長岡 令和3年12月23日 令和3年7月28日
法人番号1110001023426
株式会社　ホクショク
ＨＥＩＳＥＩ　ＢＲＥＷＩＮＧ

長岡市川崎町７７８番地１ 酒母 新規

北海道 帯広 令和3年12月24日 令和3年11月19日
法人番号9460105001715
国立大学法人帯広畜産大学
国立大学法人帯広畜産大学

帯広市稲田町西二線１３番
地

試験免許 清酒 新規

東京 本所 令和3年12月24日 令和3年11月5日
宮田　昭彦
宮多麦酒

墨田区横川３丁目１２番１９
号　松井ビル１階

酒類
甘味果実
酒

新規


