
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

広島 海田 令和4年１月１日 令和3年11月25日
法人番号9240001058625
株式会社馬上酒造

安芸郡熊野町城之堀二丁
目5番16号

酒類 清酒 法人成り等

熊本 菊池 令和4年1月1日 令和3年10月25日
法人番号2290001021097 
株式会社　美少年
株式会社美少年　菊池蔵

菊池市四町分字免兎原１０
３０番地

酒類 清酒 法人成り等

熊本 菊池 令和4年1月1日 令和3年10月25日
法人番号2290001021097 
株式会社　美少年
株式会社美少年　菊池蔵

菊池市四町分字免兎原１０
３０番地

酒類
単式蒸留
焼酎

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

酒母 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

酒母 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

もろみ 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

もろみ 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 清酒 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 清酒 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
連続式蒸
留焼酎

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
連続式蒸
留焼酎

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
単式蒸留
焼酎

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
単式蒸留
焼酎

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
甘味果実
酒

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
甘味果実
酒

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 ブランデー 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 ブランデー 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
原料用ア
ルコール

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
原料用ア
ルコール

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 スピリッツ 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 スピリッツ 法人成り等

千葉 茂原 令和4年1月21日 令和3年6月22日
法人番号5040001098232
ｍｉｔｏｓａｙａ株式会社
ｍｉｔｏｓａｙａ薬草園蒸留所

夷隅郡大多喜町大多喜４８
６番地１３

酒類 スピリッツ 新規

和歌山 御坊 令和4年2月8日 令和3年12月15日
法人番号4170001009169
株式会社ウメタ

日高郡みなべ町山内１３３９
番地

試験免許
甘味果実
酒

新規

佐賀 鳥栖 令和4年2月9日 令和3年8月5日
法人番号1300001012269 
TOYO　PACK　KIYAMA株式会社 
TOYO　PACK　KIYAMA株式会社　本社工場

佐賀県三養基郡基山町大
字小倉48番地1

酒類 スピリッツ 新規

佐賀 佐賀 令和4年2月25日 令和3年11月5日
法人番号1300003001575
小城観光まちづくりプロジェクト合同会社
小城蒸溜所

佐賀県小城市小城町９０３
番地

酒類 スピリッツ 新規

長野 飯田 令和4年3月1日 令和3年10月19日
法人番号9100003005894
合同会社　クロドテンリュウ
クロドテンリュウ

飯田市桐林９５７番地３ 酒類 ブランデー 新規

愛知 半田 令和4年3月1日 令和3年12月17日
法人番号7180001094703
サンエイ糖化株式会社
サンエイ糖化株式会社バイオ工場

知多市北浜町24番地の5 もろみ 新規

山形 長井 令和4年3月3日 令和3年8月27日
法人番号7390001016487
株式会社加茂川
株式会社加茂川

西置賜郡白鷹町大字鮎貝
3258

酒類 清酒 法人成り等

京都 中京 令和4年3月9日 令和3年11月26日
法人番号2130003003555
合同会社フルーツリキュール
フリークス

京都市中京区西ノ京内畑町
１８番地２０

酒類
甘味果実
酒

新規



京都 中京 令和4年3月9日 令和3年11月26日
法人番号2130003003555
合同会社フルーツリキュール
フリークス

京都市中京区西ノ京内畑町
１８番地２０

酒類 スピリッツ 新規

福岡 久留米 令和4年3月18日 令和4年1月31日
法人番号4290001050664
叡醂酒造株式会社
叡醂酒造株式会社

久留米市田主丸町田主丸１
１６２番地１

酒類 清酒 法人成り等

高知 高知 令和4年3月18日 令和4年2月8日
法人番号4490001006448
土佐酒造株式会社
土佐酒造株式会社　研究室

高知県土佐郡土佐町境３３
３番地１

酒母 新規

東京 神田 令和4年3月23日 令和4年1月20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
地方独立行政法人東京都立産業技術研究セ
ンター食品技術センター

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

酒母 新規

北海道 北見 令和4年3月24日 令和4年1月25日

法人番号7460305000386
公益財団法人オホーツク財団
北海道立オホーツク圏地域食品加工技術セン
ター

北見市大正３５３番地１９ 酒母 新規

富山 富山 令和4年3月29日 令和4年1月17日
法人番号223001016805
富美菊酒造株式会社

富山市百塚134番地の3 酒類
単式蒸留
焼酎

新規

沖縄 那覇 令和4年4月1日 令和4年1月14日
神谷　雅樹
神谷酒造所

八重瀬町字世名城５１０番３ 酒類
単式蒸留
焼酎

事業譲渡

沖縄 那覇 令和4年4月1日 令和4年1月14日
神谷　雅樹
神谷酒造所

八重瀬町字世名城５１０番３ 酒類
原料用ア
ルコール

事業譲渡

栃木 氏家 令和4年4月1日 令和4年2月18日
法人番号8060001007717 
株式会社　せんきん

さくら市馬場１０６番地 酒母 新規

神奈川 平塚 令和4年4月1日 令和4年1月12日
法人番号3021001074136
湘南ブリューテック株式会社

平塚市東豊田５９４番地３１　
ジャパンフードテック株式会
社平塚本社工場２階

試験免許 スピリッツ 新規

奈良 葛城 令和4年4月9日 令和4年2月2日
法人番号8150001012402 
梅乃宿酒造株式会社

葛城市寺口２７番地１ 酒類 清酒 新規

奈良 葛城 令和4年4月9日 令和4年2月2日
法人番号8150001012402 
梅乃宿酒造株式会社

葛城市寺口２７番地１ 酒類 雑酒 新規

千葉 館山 令和4年4月11日 令和3年11月2日
法人番号8040001074164
亀田酒造株式会社

鴨川市仲３２９番地 酒類
甘味果実
酒

新規

岡山 玉島 令和4年4月12日 令和4年2月10日
法人番号7260001033628 
GRAPE SHIP株式会社
GRAPE SHIP株式会社

倉敷市船穂町船穂７１５３番
地１

酒母 新規

愛媛 大洲 令和4年4月13日 令和3年1月29日
法人番号2500001022833 
天神村醸造所株式会社
天神村醸造所

喜多郡内子町平岡甲１５９２
番地１

酒類 スピリッツ 新規

長野 佐久 令和4年4月18日 令和4年2月21日
法人番号8100001008958
株式会社　ヤッホーブルーイング
株式会社ヤッホーブルーイング佐久醸造所

佐久市小田井１１１９番地１ もろみ 新規

静岡 下田 令和4年4月20日 令和4年2月22日
法人番号7080101019875
御殿場高原ワイン株式会社
御殿場高原ワイン東伊豆醸造所

賀茂郡東伊豆町稲取3348
番地の13

酒類 スピリッツ 新規

神奈川 平塚 令和4年4月20日 令和4年1月19日
法人番号2010801006894
高砂香料工業株式会社
高砂香料工業株式会社研究開発本部

平塚市西八幡１丁目４番１１
号

もろみ 新規

島根 松江 令和4年4月21日 令和4年2月14日
法人番号2280003001123 
合同会社大根島研究所
大根島醸造所

松江市八束町江島１１２８番
地１１０

輸出免許 清酒 新規

長野 上田 令和4年4月22日 令和4年4月7日
法人番号2100001011620 
株式会社　リュードヴァン

東御市祢津４０５番地 酒類
甘味果実
酒

新規

栃木 栃木 令和4年4月28日 令和4年3月2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 清酒 新規

福岡 若松 令和4年5月1日 令和4年1月17日
法人番号1290001053208 
七曜酒造株式会社
七曜酒造株式会社　内浦醸造所

遠賀郡岡垣町大字内浦７１
５番地

酒類 清酒 移転

奈良 葛城 令和4年5月1日 令和4年2月2日
法人番号8150001012402 
梅乃宿酒造株式会社

葛城市寺口２７番地１ 酒類
単式蒸留
焼酎

移転

奈良 葛城 令和4年5月1日 令和4年2月2日
法人番号8150001012402 
梅乃宿酒造株式会社

葛城市寺口２７番地１ 酒類
甘味果実
酒

移転

長野 信濃中野 令和4年5月1日 令和4年3月30日

法人番号5020001117349 
きよかわ　株式会社
戸狩温泉蒸溜所　Ｔｏｇａｒｉ　Ｏｎｓｅｎ　Ｄｉｓｔｉｌｌｅｒ
ｙ

飯山市大字常郷１６３番地 酒類 スピリッツ 新規

茨城 太田 令和4年5月10日 令和3年12月10日

法人番号6050001040984
常陸コミュニティデザイン株式会社
常陸コミュニティデザイン株式会社武龍ワイナ
リー

常陸太田市瑞龍町１３５１番
地２

酒類
甘味果実
酒

新規

東京 雪谷 令和4年5月12日 令和3年7月26日
法人番号7010803003530
合同会社Ｂｌｕｅ　Ｒａｂｂｉｔ　Ｄｉｓｔｉｌｌｅｒｙ
Ｂｌｕｅ　Ｒａｂｂｉｔ　Ｄｉｓｔｉｌｌｅｒｙ

大田区田園調布本町５７番
２号　大野ビル１階

酒類 スピリッツ 新規

東京 中野 令和4年5月12日 令和4年3月16日
法人番号4011201002549
湘南香料株式会社

中野区江古田１丁目２５番１
０号　建物１階

試験免許
甘味果実
酒

新規

東京 中野 令和4年5月12日 令和4年3月16日
法人番号4011201002549
湘南香料株式会社

中野区江古田１丁目２５番１
０号　建物１階

試験免許 スピリッツ 新規

新潟 新潟 令和4年5月13日 令和4年3月18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医学部保健学科
実験室

新潟市中央区旭町通二番
町７４６番地

試験免許 スピリッツ 新規

神奈川 小田原 令和4年5月17日 令和4年2月16日
法人番号1021001034166 
神奈川柑橘果工株式会社
神奈川柑橘果工株式会社　第二工場

足柄上郡山北町岸７１６番
地

酒類 スピリッツ 新規

愛知 津島 令和4年5月27日 令和4年3月23日
法人番号5180001096899
山田酒造株式会社
山田酒造株式会社

海部郡蟹江町大字須成
1245番地

酒類
単式蒸留
焼酎

新規

滋賀 長浜 令和4年6月16日 令和4年4月22日
法人番号7160001006882
長浜浪漫ビール株式会社
長濱蒸留所第２工場

長浜市五村１９１番地 酒類 スピリッツ 新規



千葉 柏 令和4年6月17日 令和3年11月26日
法人番号6040001113262
ＴＬ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓ株式会社
ＴＬ Ｐｅａｒｃｅ Ｄｉｓｔｉｌｌｅｒｙ

野田市七光台１８１番地６ 酒類 スピリッツ 新規

群馬 前橋 令和4年6月17日 令和4年5月9日
田畑　雅久
田畑青果

前橋市上泉町４９番地２ 酒母 新規

北海道 札幌中 令和4年6月28日 令和3年12月28日
法人番号1430001064867
株式会社ＡＰＲ　ＴＲＡＤＩＮＧ
ＳＵＳＵＫＩＮＯ　ＢＲＥＷＩＮＧ

札幌市中央区南七条西三
丁目７番地９　建物１階及び
２階

酒類 スピリッツ 新規

東京 江戸川北 令和4年6月29日 令和4年5月30日
法人番号8040001061121
株式会社ＫＡＮＳＨＯＫＵ

江戸川区松江７丁目８番２０
号

試験免許 スピリッツ 移転

茨城 土浦 令和4年6月30日 令和4年5月10日
法人番号1050001004647
木内酒造　株式会社
木内酒造株式会社石岡の蔵

石岡市東大橋２９７２番地 酒類 スピリッツ 新規

長野 信濃中野 令和4年6月30日 令和4年2月15日
法人番号9100001034061
Ｎｏｚａｗａ　Ｏｎｓｅｎ　Ｄｉｓｔｉｌlｅｒｙ　株式会社

下高井郡野沢温泉村大字
豊郷９３９４番地

酒類 スピリッツ 新規

茨城 太田 令和4年6月30日 令和4年6月6日
法人番号9050003000471
株式会社　木内酒造１８２３
木内酒造　額田醸造所

那珂市額田南郷２１８２番地 もろみ 新規

山梨 甲府 令和4年7月1日 令和4年4月14日
法人番号4010401081444
サントリー株式会社
サントリー株式会社　登美の丘ワイナリー

甲斐市大垈２７８６番地６ 酒類
甘味果実
酒

法人成り等

長野 松本 令和4年7月1日 令和4年4月14日
法人番号4010401081444
サントリー　株式会社
サントリー株式会社塩尻ワイナリー

塩尻市大字大門５４３番地 酒類
甘味果実
酒

法人成り等

石川 金沢 令和4年7月1日 令和4年2月18日
法人番号5220001022974
株式会社Alembic
株式会社Alembic

金沢市大野町４丁目ハ17番 酒類 スピリッツ 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 スピリッツ 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 スピリッツ 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 スピリッツ 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 スピリッツ 法人成り等

奈良 葛城 令和4年7月1日 令和4年2月2日
法人番号8150001012402
梅乃宿酒造株式会社

葛城市寺口２７番地１ 酒類 スピリッツ 移転

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

酒母 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 酒母 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

酒母 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

酒母 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 もろみ 法人成り等

大阪 茨木 令和4年7月1日 令和4年4月14日
法人番号4010401081444
サントリー株式会社
サントリー株式会社　酒類技術開発センター

三島郡島本町山崎５丁目２
番５号

もろみ 法人成り等

千葉 館山 令和4年7月6日 令和4年2月7日
法人番号3040001119997
ペナシュール房総株式会社
房総大井倉蒸溜所

南房総市千倉町南朝夷
1019番地

酒類 スピリッツ 新規

静岡 富士 令和4年7月8日 令和4年6月16日
法人番号3080103000787
富士正酒造合資会社
富士正酒造合資会社

富士宮市根原450番地の1 酒類 スピリッツ 新規

石川 金沢 令和4年7月8日 令和4年5月9日

法人番号7220001020885
オリエンタルブルーイング株式会社
オリエンタルブルーイング株式会社湯涌醸造
所

金沢市東町３２ 酒類 スピリッツ 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 スピリッツ 移転

新潟 柏崎 令和4年8月12日 令和4年6月7日
法人番号7110001017100
阿部酒造　株式会社

柏崎市大字安田３５６０番地 酒類 雑酒 新規

沖縄 名護 令和4年8月17日 令和4年5月30日
法人番号8360001030300
株式会社伊平屋酒造所
株式会社伊平屋酒造所

伊平屋村字我喜屋２１３１番
地４０

酒類
単式蒸留
焼酎

法人成り等

滋賀 草津 令和4年8月23日 令和4年6月30日
宇野　康司
宇野酒造

野洲市野洲２３６番地 酒類 清酒 相続

栃木 大田原 令和4年8月24日 令和4年6月24日
法人番号1060002023513
ロイヤルベリーズファーム　有限会社

那須郡那須町大字高久丙
字海道下４５１４番地５

酒類
甘味果実
酒

新規

東京 青梅 令和4年8月31日 令和4年2月17日
法人番号9013101006955
株式会社ヴィンヤード多摩

あきる野市上ノ台５５番地 酒類
甘味果実
酒

移転

兵庫 兵庫 令和4年9月2日 令和4年7月13日
岡村　理恵
岡村酒造場

三田市木器３４０番地 酒類 清酒 相続

兵庫 兵庫 令和4年9月2日 令和4年7月13日
岡村　理恵
岡村酒造場

三田市木器３４０番地 酒類 ブランデー 相続

兵庫 兵庫 令和4年9月2日 令和4年7月13日
岡村　理恵
岡村酒造場

三田市木器３４０番地 酒類 スピリッツ 相続

兵庫 兵庫 令和4年9月2日 令和4年8月9日
岡村　理恵
岡村酒造場

三田市木器３４０番地 もろみ 相続



愛知 半田 令和4年9月5日 令和4年7月19日
法人番号1180001054679
盛田株式会社
盛田株式会社大谷工場

常滑市小鈴谷字西ノ脇153
番地

酒類 スピリッツ 新規

神奈川 横浜中 令和4年9月14日 令和4年7月29日
法人番号4010001133876
ENEOS株式会社
ENEOS株式会社　中央技術研究所

横浜市中区千鳥町８番地 試験免許
単式蒸留
焼酎

新規

奈良 葛城 令和4年9月15日 令和4年4月13日
木谷　一登
木谷ワイン

香芝市下田西３丁目２１９番
地１

酒類
甘味果実
酒

新規

愛知 半田 令和4年9月15日 令和4年8月1日
法人番号8180001127536
株式会社ヴェレゾン
ネイバーフッド

常滑市金山字上白田129番
地2

酒類
甘味果実
酒

新規

沖縄 沖縄 令和4年9月22日 令和3年10月28日
法人番号8360001028559
オッチサイダリー株式会社
オッチサイダリー株式会社

沖縄市中央１丁目３６番１０
号

酒類
甘味果実
酒

新規

大分 別府 令和4年10月1日 令和4年6月1日
法人番号5340001014935
太久保酒造　株式会社
太久保酒造株式会社　大分山香工場

杵築市山香町大字立石２２
４５番地４

酒類
単式蒸留
焼酎

法人成り等

大分 別府 令和4年10月1日 令和4年6月1日
法人番号5340001014935
太久保酒造　株式会社
太久保酒造株式会社　大分山香工場

杵築市山香町大字立石２２
４５番地４

酒類 リキュール 法人成り等

福島 会津若松 令和4年10月3日 令和4年4月28日
法人番号5380001030177
株式会社髙橋庄作酒造店
株式会社髙橋庄作酒造店

会津若松市門田町大字一ノ
堰字村東755番地

酒類
単式蒸留
焼酎

新規

山形 長井 令和4年10月7日 令和4年6月27日
法人番号8390001016635
出羽蒸留所株式会社
出羽蒸留所株式会社

西置賜郡小国町大字小国
小坂町40番地1

酒類 スピリッツ 新規

山形 長井 令和4年10月7日 令和4年6月27日
法人番号8390001016635
出羽蒸留所株式会社
出羽蒸留所株式会社

西置賜郡小国町大字小国
小坂町40番地1

酒類 リキュール 新規

兵庫 兵庫 令和4年10月14日 令和3年11月18日
法人番号8140001097452
株式会社グロースターズ
神戸蒸溜所

神戸市北区大沢町上大沢２
１５０番地　道の駅神戸フ
ルーツ・フラワーパーク大沢
内

酒類 ブランデー 新規

兵庫 芦屋 令和4年10月25日 令和4年8月4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

酒類 スピリッツ 新規

愛知 一宮 令和4年10月31日 令和4年8月8日
法人番号7180001153624
内藤醸造株式会社
内藤醸造株式会社

稲沢市祖父江町甲新田高
須賀52番地の1

酒類 合成清酒 法人成り等

愛知 一宮 令和4年10月31日 令和4年8月8日
法人番号7180001153624
内藤醸造株式会社
内藤醸造株式会社

稲沢市祖父江町甲新田高
須賀52番地の1

酒類
連続式蒸
留焼酎

法人成り等

愛知 一宮 令和4年10月31日 令和4年8月8日
法人番号7180001153624
内藤醸造株式会社
内藤醸造株式会社

稲沢市祖父江町甲新田高
須賀52番地の1

酒類
単式蒸留
焼酎

法人成り等

愛知 一宮 令和4年10月31日 令和4年8月8日
法人番号7180001153624
内藤醸造株式会社
内藤醸造株式会社

稲沢市祖父江町甲新田高
須賀52番地の1

酒類 みりん 法人成り等

岩手 盛岡 令和4年11月1日 令和4年8月4日
法人番号3400001000476
菊の司酒造株式会社
菊の司酒造株式会社

岩手郡雫石町長山狼沢11
番地1

酒類 清酒 移転

島根 大東 令和4年11月1日 令和4年8月1日
法人番号5280001008720
株式会社田部竹下酒造
株式会社田部竹下酒造

雲南市掛合町掛合９５５番
地５

酒類 清酒 法人成り等

岩手 盛岡 令和4年11月1日 令和4年8月4日
法人番号3400001000476
菊の司酒造株式会社
菊の司酒造株式会社

岩手郡雫石町長山狼沢11
番地1

酒類
単式蒸留
焼酎

移転

島根 大東 令和4年11月1日 令和4年8月29日
法人番号5280001008720
株式会社田部竹下酒造
株式会社田部竹下酒造

雲南市掛合町掛合９５５番
地５

酒類
単式蒸留
焼酎

法人成り等

岩手 盛岡 令和4年11月1日 令和4年8月4日
法人番号3400001000476
菊の司酒造株式会社
菊の司酒造株式会社

岩手郡雫石町長山狼沢11
番地1

酒類 スピリッツ 移転

静岡 藤枝 令和4年11月2日 令和4年9月13日
法人番号5080001015547
株式会社ニッセー
株式会社ニッセー第七工場

焼津市利右衛門1番地の1 酒類 スピリッツ 新規

京都 東山 令和4年11月4日 令和4年9月7日
法人番号2011001129338
株式会社ＦＥＣ
ＳｉＣＸ京都東山蒸留所

京都市東山区鞘町通七条
上る下堀詰町２３４番地

酒類 スピリッツ 新規

長野 長野 令和4年11月14日 令和4年9月26日

法人番号4100001030800
北信五岳シードルリー　株式会社
北信五岳シードルリー株式会社林檎学校醸造
所

上水内郡飯綱町大字赤塩２
４８９番地

酒類
甘味果実
酒

新規

愛知 熱田 令和4年11月15日 令和4年9月15日
法人番号7180001028859
萬乗醸造株式会社
萬乗醸造株式会社

名古屋市緑区大高町字西
門田41番地

酒類 スピリッツ 新規

岐阜 高山 令和4年11月24日 令和4年9月22日
法人番号6200002027065
有限会社渡辺酒造店
有限会社渡辺酒造店

飛騨市古川町壱之町7番7
号

酒類 みりん 新規

長崎 福江 令和4年11月30日 令和4年5月20日
法人番号1310001017597
株式会社五島つばき蒸溜所
株式会社五島つばき蒸溜所

五島市戸岐町１２２３番地５ 酒類 スピリッツ 新規

奈良 奈良 令和4年12月1日 令和4年8月5日
法人番号8150001025560
奈良春日山酒造株式会社

奈良市高畑町９１５番地 酒類 清酒 法人成り等

神奈川 小田原 令和4年12月1日 令和4年11月10日
湯浅　俊作
森山酒造場

小田原市鬼柳１３８番地の２
５

酒類 清酒 事業譲渡

奈良 奈良 令和4年12月1日 令和4年8月5日
法人番号8150001025560
奈良春日山酒造株式会社

奈良市高畑町９１５番地 酒類
単式蒸留
焼酎

法人成り等

奈良 奈良 令和4年12月1日 令和4年8月5日
法人番号8150001025560
奈良春日山酒造株式会社

奈良市高畑町９１５番地 酒類 みりん 法人成り等

奈良 奈良 令和4年12月1日 令和4年8月5日
法人番号8150001025560
奈良春日山酒造株式会社

奈良市高畑町９１５番地 酒類 スピリッツ 法人成り等

山梨 大月 令和4年12月1日 令和4年9月15日
法人番号8090001017713
株式会社戸塚

都留市夏狩２５３番地 もろみ 法人成り等



東京 蒲田 令和4年12月14日 令和4年7月22日
法人番号1010801033007
羽田蒸留所株式会社

大田区東矢口２丁目６番１３
号　安方商店街Ｋ店舗１階

酒類 スピリッツ 新規

鹿児島 出水 令和4年12月16日 令和4年10月20日
法人番号3340001011728
大石酒造　株式会社
大石酒造株式会社　スピリッツ製造場

阿久根市波留１６７６番地 試験免許 スピリッツ 新規

北海道 余市 令和4年12月19日 令和4年5月20日
法人番号1430001066310
株式会社キャメルファーム
キャメルファーム

余市郡余市町登町1728番
地１

酒類
甘味果実
酒

新規

東京 八王子 令和4年12月20日 令和4年6月8日
法人番号2100001027063
株式会社舞姫
東京八王子酒造

八王子市中町１０番９号 酒類 清酒 新規

山口 山口 令和4年12月21日 令和4年10月5日
法人番号6250005004998
公益財団法人山口市文化振興財団
山口情報芸術センター

山口市中園町７番７号 試験免許 雑酒 新規

山口 山口 令和4年12月21日 令和4年10月5日
法人番号6250005004998
公益財団法人山口市文化振興財団
山口情報芸術センター

山口市中園町７番７号 試験免許
原料用ア
ルコール

新規

京都 宮津 令和4年12月22日 令和4年10月26日
法人番号2130001040567
ハクレイ酒造株式会社

宮津市字由良９４９番地 酒類
単式蒸留
焼酎

新規

三重 上野 令和4年12月22日 令和4年8月15日
法人番号5190001024297
イーナバリ株式会社
イーナバリ株式会社

名張市滝之原1050番地 試験免許 スピリッツ 新規

長野 伊那 令和4年12月26日 令和4年11月7日
法人番号1100005008754
宗教法人　鉾持神社
鉾持神社酒母製造所

伊那市高遠町西高遠１６００
番地

酒母 新規


