
酒類等製造免許の新規取得者名等一覧（令和４年分）

　令和４年１月１日から令和４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

鳥取 鳥取 令和4年1月1日 令和3年10月18日
法人番号8270001008339
タルマーリー醸造株式会社

八頭郡智頭町大字大背214
番地1

酒類 ビール 法人成り等

神奈川 川崎北 令和4年1月1日 令和3年10月28日

法人番号3120001136159
サントリーホールディングス株式会社
サントリーホールディングス株式会社　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 ビール 法人成り等

京都 宇治 令和4年1月1日 令和3年10月28日
法人番号3120001136159
サントリーホールディングス株式会社

京都府相楽郡精華町精華
台８丁目１番１号

試験免許 ビール 法人成り等

鳥取 倉吉 令和4年1月12日 令和3年11月12日
法人番号7270003000344
松井酒造合名会社福庭工場

倉吉市福庭町一丁目297番
地2

酒類 ビール 新規

静岡 沼津 令和4年3月8日 令和3年8月30日
法人番号8080401012736
株式会社ＯＮＥＤＲＯＰ
株式会社ＯＮＥＤＲＯＰ

沼津市大手町五丁目2番15
号

酒類 ビール 新規

宮城 仙台南 令和4年3月14日 令和3年10月7日
法人番号2370801000738
株式会社利久
株式会社利久　希望の丘醸造所

岩沼市吹上二丁目2番31号 酒類 ビール 新規

兵庫 兵庫 令和4年3月30日 令和3年9月30日
法人番号8140001122490
株式会社オープンエア
オープンエア湊山醸造所

神戸市兵庫区雪御所町２番
１８号１０２

酒類 ビール 新規

青森 十和田 令和4年4月1日 令和3年11月1日
法人番号6420001017532
株式会社Ａ－ＷＯＲＬＤ
ＯＩＲＡＳＥ　ＢＥＥＲ　Ｂｒｅｗｅｒｙ＆Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ

十和田市大字奥瀬字堰道
39番地1

酒類 ビール 新規

京都 上京 令和4年4月1日 令和3年11月16日
法人番号6130005004358
社会福祉法人菊鉾会
西陣麦酒

京都市上京区堅門前町４１
４　西陣産業会館

酒類 ビール 新規

富山 富山 令和4年4月13日 令和3年8月20日
法人番号7230003001148
KOBO Brewery合同会社

富山市岩瀬大町5番地 酒類 ビール 新規

北海道 苫小牧 令和4年6月17日 令和4年5月2日
法人番号2430001054462
株式会社北海道興農社
北海道興農社　ビール工場

勇払郡安平町早来富岡210
番地20

酒類 ビール 移転

埼玉 川越 令和4年6月30日 令和4年4月26日
法人番号1030001120875
株式会社　Ｙ.ｃｒａｆｔ

富士見市東みずほ台一丁
目２番８号　セルテスみずほ
１階１０３号室

酒類 ビール 移転

秋田 秋田南 令和4年7月1日 令和4年2月14日
法人番号5410001004375
秋田ノーザンハピネッツ株式会社
あくらビール

秋田市大町一丁目2番40号 酒類 ビール 新規

秋田 大曲 令和4年7月1日 令和4年2月24日
法人番号1410001013108
株式会社あきた芸術村
株式会社あきた芸術村　酒類製造部

仙北市田沢湖卒田字早稲
田430番地

酒類 ビール 新規

群馬 館林 令和4年7月1日 令和4年4月19日
法人番号4010401081444
サントリー　株式会社
サントリー株式会社群馬ビール工場

邑楽郡千代田町大字赤岩２
７１２番地

酒類 ビール 法人成り等

東京 武蔵府中 令和4年7月1日 令和4年4月15日
法人番号4010401081444
サントリー株式会社
サントリー株式会社　武蔵野ビール工場

府中市矢崎町３丁目１番地 酒類 ビール 法人成り等

京都 右京 令和4年7月1日 令和4年4月15日
法人番号4010401081444
サントリー株式会社
サントリー株式会社　京都ビール工場

長岡京市調子３丁目１番地
の１

酒類 ビール 法人成り等

熊本 熊本東 令和4年7月1日 令和4年4月21日
法人番号4010401081444
サントリー　株式会社
サントリー株式会社　九州熊本工場

上益城郡嘉島町大字北甘
木字八幡水４７８番

酒類 ビール 法人成り等

神奈川 川崎西 令和4年7月1日 令和4年3月16日
法人番号2020001089211
ムーンライト株式会社

川崎市多摩区生田７丁目１
１番８号　井上ビル１階Ｃ号

酒類 ビール 移転

福島 会津若松 令和4年7月1日 令和4年6月9日

法人番号7000020070009
福島県
福島県ハイテクプラザ会津若松技術支援セン
ター

会津若松市一箕町大字鶴
賀字下柳原88 番地1

試験免許 ビール 新規

愛知 昭和 令和4年8月3日 令和3年7月26日
法人番号6180003018231
合同会社ＡＴＯＷＡ
ＴＯＴＯＰＩＡ　ＢＲＥＷＥＲＹ

長久手市杁ケ根795番地1 酒類 ビール 新規

北海道 釧路 令和4年8月5日 令和4年2月9日
法人番号4450001013209
株式会社Ｋｎｏｔ
Ｂｒａｓｓｅｒｉｅ　Ｋｎｏｔ

阿寒郡鶴居村字茂雪裡69
番地８旧茂雪裡小学校１階

酒類 ビール 新規

神奈川 横浜中 令和4年8月5日 令和4年4月22日

法人番号8100003003560
Ａｎｇｌｏ　Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｂｒｅｗｉｎｇ　Ｃｏｍｐａｎｙ合
同会社
里武士　馬車道

横浜市中区北仲通５丁目５
７番地２　ＫＩＴＡＮＡＫＡ　ＢＲＩ
ＣＫ＆ＷＨＩＴＥ　１階Ｂ１０１

酒類 ビール 移転

広島 広島西 令和4年9月1日 令和4年6月3日
法人番号7240003003688
合同会社Ｓｅｓｓｉｏｎ’ｓ　Ｂｒｅｗｅｒｙ
合同会社Ｓｅｓｓｉｏｎ’ｓ　Ｂｒｅｗｅｒｙ

広島市中区十日市町一丁
目2番3号

酒類 ビール 移転

岡山 倉敷 令和4年9月7日 令和3年10月18日
法人番号2260001015705
一倉株式会社
倉敷ブルーイングカンパニー

都窪郡早島町前潟528番地
1

酒類 ビール 新規

和歌山 和歌山 令和4年9月8日 令和4年8月1日
法人番号4000020300004
和歌山県
和歌山県工業技術センター

和歌山市小倉６０番他 試験免許 ビール 新規

和歌山 和歌山 令和4年9月21日 令和4年5月6日
法人番号7170001003508
株式会社吉田
株式会社吉田　和歌山ブルワリー２

和歌山市加太１６２０番地 酒類 ビール 新規

三重 伊勢 令和4年9月27日 令和4年1月24日
法人番号5190003003737
ひみつビール合同会社
ひみつビール

伊勢市二見町西829番地1 酒類 ビール 新規

千葉 松戸 令和4年10月1日 令和4年5月13日
法人番号6040003017387
合同会社まつど麦酒松戸ビール醸造所

松戸市三矢小台３丁目９番
１号　斉藤ビル１階１０２号
室

酒類 ビール 法人成り等



岡山 岡山東 令和4年10月1日 令和4年7月29日
法人番号2260001036890
株式会社吉備土手下麦酒
龍王宮

岡山市中区藤崎６４１番地１ 酒類 ビール 法人成り等

岡山 岡山西 令和4年10月1日 令和4年7月29日
法人番号2260001036890
株式会社吉備土手下麦酒
吉備土手下麦酒醸造所

岡山市北区北方四丁目２番
１８号

酒類 ビール 法人成り等

福岡 若松 令和4年10月5日 令和4年8月15日
法人番号7290001028377
株式会社ＥＦМ
株式会社ＥＦМフクオカクラフト

遠賀郡岡垣町大字内浦544
番地

酒類 ビール 移転

岡山 岡山西 令和4年10月20日 令和4年9月15日
法人番号2260005002575
国立大学法人岡山大学
システム細胞学研究室

岡山市北区津島中三丁目１
番１号

試験免許 ビール 新規

埼玉 浦和 令和4年12月7日 令和4年4月28日
法人番号5030001135250
株式会社　ＵＲＡＷＡ・ＢＥＥＲ・ＰＲＯＪＥＣＴ
Ｕ．Ｂ．Ｐ　Ｂｒｅｗｅｒｙ

さいたま市浦和区高砂二丁
目１番１９号浦和ワシントン
ホテル１階

酒類 ビール 新規

愛知 熱田 令和4年12月14日 令和4年6月10日
法人番号7200001038087
Ｃａｓｃａｄｉａ株式会社
ＴａｌｌＢｏｙｓＢｒｅｗｉｎｇ

名古屋市南区松池町2丁目
28番地1

酒類 ビール 新規

大阪 西 令和4年12月20日 令和4年8月30日
法人番号4120001228491
株式会社ＪＣＴＮ
BAK

大阪市西区北堀江２丁目７
番１号

酒類 ビール 移転


