製造たばこ小売販売業許可者一覧
令和3年9月30日
関東財務局
当局において、令和3年8月31日から令和3年9月29日までの間に製造たばこ小売販売業を許可した者は次のと
おりである。
なお、旧字体等については、常用漢字等で表記している。
また、営業所所在地の表示の一部を省略している場合がある。
氏名･商号

法人番号

環境区分

株式会社カワチ薬品

3060001014164

市街地

株式会社クスリのアオキ

2220001008745

ウエルシア薬局株式会社

3030001002411

市街地

栃木県宇都宮市西川田町９１３番１外

株式会社コスモス薬品

9290001025414

市街地

栃木県宇都宮都市計画事業宇都宮鶴田第２土地区画整理事業
地内９街区６外

株式会社ツルハ

1430001010672

栃木県宇都宮市不動前三丁目８３０番１外
ツルハドラッグ宇都宮不動前店内

株式会社クスリのアオキ

2220001008745

栃木県栃木市薗部町３丁目５番２号
クスリのアオキ薗部店内

株式会社ツルハ

1430001010672

栃木県栃木市西方町本城４４番１
ツルハドラッグ西方店内

有限会社美原商事

2060002026663

市街地

栃木県那須郡那珂川町北向田２６８－２

株式会社ローソン

2010701019195

市街地

群馬県前橋市朝倉町四丁目１０番地１１外

株式会社ベルク

8030001085963

株式会社ローソン

2010701019195

市街地

埼玉県さいたま市南区大字大谷口字向５４１０番１

まいばすけっと株式会社

1040001064592

市街地

埼玉県川口市中青木五丁目１０番１３号

株式会社富士薬品

4030001007483

市街地

埼玉県春日部市一ノ割４－８－１６

株式会社マツモトキヨシ

1040001036939

市街地

埼玉県越谷市弥生町二丁目８番

株式会社ヤオコー

4030001055722

埼玉県和光市丸山台３丁目１３番１
ヤオコー和光丸山台店内

有限会社ピーエスエス

6030002064737

埼玉県和光市広沢２－１
ヤマザキショップ理化学研究所内

株式会社コスモス薬品

9290001025414

営業所所在地
茨城県水戸市けやき台三丁目３０番地

茨城県桜川市岩瀬２６８７番地８
クスリのアオキ桜川岩瀬店内

群馬県太田市脇屋町７９９－１
ベルクフォルテ太田店内

市街地

千葉県千葉市緑区おゆみ野南六丁目７番地１

※１ 当該法人番号は当局が確認した時点のものであり、その後変更される場合がある。
※２ 当該環境区分は許可を決定した日時点のものである。
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氏名･商号

法人番号

環境区分

営業所所在地
千葉県市川市菅野一丁目２７番１７号
業務スーパー酒の河内屋市川菅野店内

株式会社高千穂

2040001026807

株式会社ファミリーマート

2013301010706

株式会社マツモトキヨシ

1040001036939

株式会社マツモトキヨシ

1040001036939

株式会社ヨーク

8010001088324

千葉県松戸市常盤平陣屋前１番地の１
ヨークフーズ八柱さくら通り店内

株式会社高千穂

2040001026807

千葉県松戸市新松戸三丁目１０番地の１
業務スーパー新松戸店内

三島 圭太

繁華街（Ｂ）

千葉県松戸市本町１番地１２

千葉県松戸市小金原六丁目５番地の１
ドラッグストアマツモトキヨシ小金原店内

市街地

千葉県松戸市千駄堀１８４３番地

市街地

千葉県松戸市日暮六丁目１６０番地

市街地

千葉県茂原市高田５４１番地１

株式会社パスポート

4020001137967

株式会社高千穂

2040001026807

株式会社高千穂

2040001026807

市街地

千葉県柏市旭町四丁目１番６号

まいばすけっと株式会社

1040001064592

市街地

東京都千代田区九段北一丁目４番５号

株式会社郵便局物販サービス

8010601034743

まいばすけっと株式会社

1040001064592

市街地

株式会社サケネット

1160001016276

繁華街（Ｂ）

株式会社セブン－イレブン・ジャパン

1010001088181

市街地

東京都中央区日本橋室町四丁目３番１３号

市街地

東京都中央区日本橋人形町二丁目２４番５号

布袋 涼太

千葉県習志野市津田沼一丁目３番１号
業務スーパー河内屋ミーナ津田沼店内

東京都千代田区大手町二丁目３番１号
大手町プレイスウエストタワー内

東京都中央区湊三丁目５番１０号

東京都中央区銀座八丁目６番２０号

株式会社ファミリーマート

2013301010706

繁華街（Ｂ）

東京都港区北青山二丁目１２番１３号

株式会社セブン－イレブン・ジャパン

1010001088181

市街地

東京都新宿区新宿三丁目３５番１８号

株式会社夢屋

5011001053452

市街地

東京都新宿区津久戸町３番６号

株式会社ライフコーポレーション

9010001060208

東京都文京区本郷四丁目３７番１２号
ライフ本郷三丁目駅前店内

株式会社高千穂

2040001026807

東京都江東区亀戸二丁目１１番８号
河内屋亀戸店内

※１ 当該法人番号は当局が確認した時点のものであり、その後変更される場合がある。
※２ 当該環境区分は許可を決定した日時点のものである。
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氏名･商号

法人番号

環境区分

まいばすけっと株式会社

1040001064592

市街地

東京都品川区東五反田五丁目２２番３３号

クイックゲット株式会社

7010401133985

市街地

東京都目黒区上目黒二丁目４５番１２号

株式会社ファミリーマート

2013301010706

市街地

東京都目黒区緑が丘一丁目１１番１４号

株式会社セブン－イレブン・ジャパン

1010001088181

市街地

東京都大田区南雪谷二丁目２番１４号

まいばすけっと株式会社

1040001064592

市街地

東京都世田谷区岡本一丁目１２８３番１外

株式会社ローソン

2010701019195

市街地

東京都渋谷区神泉町１８番１１号

市街地

東京都渋谷区渋谷二丁目３番３号

張本 正

営業所所在地

まいばすけっと株式会社

1040001064592

市街地

東京都足立区弘道二丁目１２番２５号

ユニバーサルドラッグ株式会社

2011501011417

市街地

東京都江戸川区西瑞江四丁目２３番１２号

市街地

東京都江戸川区松島三丁目１５番２２号

合田 一夫

東京都八王子市八日町１０番３号
ウェルパーク八王子八日町店内

株式会社ウェルパーク

3012801000190

株式会社セブン－イレブン・ジャパン

1010001088181

市街地

ミニストップ株式会社

4010001030181

繁華街（Ｂ）

株式会社高千穂

2040001026807

株式会社セブン－イレブン・ジャパン

1010001088181

市街地

神奈川県川崎市多摩区長沢二丁目１番４号

株式会社セブン－イレブン・ジャパン

1010001088181

市街地

神奈川県川崎市宮前区土橋二丁目１７番１８

株式会社ファミリーマート

2013301010706

市街地

神奈川県横須賀市三春町三丁目３６番地

株式会社フェイスホールディングス

5290001058178

市街地

神奈川県座間市ひばりが丘四丁目１２番３号

合資会社韮沢商店

7110003001936

市街地

新潟県長岡市西新町二丁目７番３２号

株式会社ツルハ

1430001010672

新潟県村上市新町１００２番１１外
ツルハドラッグ村上新町店内

株式会社原信

4110001024561

新潟県南魚沼市川窪１１４１番地
原信川窪店内

神奈川県横浜市鶴見区尻手三丁目３４３番１

神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷四丁目４番１０

神奈川県横浜市青葉区桜台３０番地１
河内屋青葉台店内

※１ 当該法人番号は当局が確認した時点のものであり、その後変更される場合がある。
※２ 当該環境区分は許可を決定した日時点のものである。
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氏名･商号

法人番号

環境区分

営業所所在地
山梨県甲府市高室町１５５番地
横河電機株式会社甲府事業所内

河田 あけみ

株式会社ツルハ

1430001010672

長野県上田市真田町長字山遠家６１１７－１外
ツルハドラッグ上田真田店内

株式会社荻野屋

7070001009845

長野県東御市祢津１８５３－１
上信越自動車道東部湯の丸サービスエリア下り線内

※１ 当該法人番号は当局が確認した時点のものであり、その後変更される場合がある。
※２ 当該環境区分は許可を決定した日時点のものである。
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