製造たばこ小売販売業許可者一覧
令和4年3月25日
関東財務局
当局において、令和4年2月25日から令和4年3月24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

営業所所在地

株式会社クスリのアオキ

2220001008745

茨城県笠間市土師１２８０番地６
クスリのアオキ土師店内

株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント

6010001146554

茨城県潮来市水原１８３０番地１
かんぽの宿潮来内

株式会社富士薬品

4030001007483

繁華街（Ｂ）

株式会社コスモス薬品

9290001025414

市街地

栃木県佐野市堀米町字下田２５７８番外

株式会社コスモス薬品

9290001025414

市街地

栃木県佐野市田沼町１８２５番３外

株式会社コスモス薬品

9290001025414

市街地

栃木県鹿沼市千渡１０９９番外

株式会社ジョイフル本田

6050001009303

株式会社コスモス薬品

9290001025414

株式会社ヨークベニマル

7380001006893

栃木県那須塩原市西富山４６番地１
ヨークベニマル那須塩原西富山店内

株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント

6010001146554

栃木県さくら市喜連川５２９６番地１
かんぽの宿栃木喜連川温泉内

株式会社マツモトキヨシ東日本販売

3370001014892

市街地

栃木県下野市駅東一丁目１２番１２号

株式会社ダイヤ昭石

9011101050321

市街地

栃木県那須郡那須町大字高久甲字南原６８０７番

株式会社フレッセイ

4070001002844

群馬県前橋市朝日町三丁目２１番１０号
フレッセイ朝日町店内

株式会社マツモトキヨシ東日本販売

3370001014892

群馬県前橋市朝日町三丁目２１番１０号
ドラッグストアマツモトキヨシ前橋朝日町店内

株式会社クスリのマルエ

5070001001069

群馬県伊勢崎市昭和町１８８６－１
マルエドラッグ昭和店内

株式会社クスリのマルエ

5070001001069

群馬県太田市南矢島町７１３
マルエドラッグ太田南矢島店内

株式会社さくらみくら

2010401154417

栃木県足利市福居町２６９－６

栃木県小山市駅東通り二丁目３番１５号
ジョイホン小山駅前店内

市街地

市街地

栃木県那須塩原市下永田七丁目１０５９番４

群馬県太田市新田市野井町７７７－２

※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

株式会社コスモス薬品

9290001025414

市街地

株式会社クスリのアオキ

2220001008745

群馬県北群馬郡榛東村大字広馬場１２０５番地１
クスリのアオキ榛東店内

株式会社そごう・西武

6010001127026

埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目８－４
セブン－イレブンそごう大宮店Ｂ２階内従業員用売店

株式会社セブン－イレブン・ジャパン

1010001088181

株式会社クスリのアオキ

2220001008745

埼玉県熊谷市熊谷都市計画事業上之土地区画整理事業８０街
区９画地外
クスリのアオキ上之店内

株式会社東京ハイウエイ

8010001034360

埼玉県川口市赤山４６５番の７
川口ハイウェイオアシス内

山崎製パン株式会社

4010001008806

市街地

埼玉県川口市東川口一丁目１番１号

株式会社セブン－イレブン・ジャパン

1010001088181

市街地

埼玉県春日部市藤塚２８９５外

株式会社マツモトキヨシ

1040001036939

市街地

埼玉県鴻巣市神明一丁目１番２５号

株式会社セブン－イレブン・ジャパン

1010001088181

市街地

埼玉県八潮市大字八條２３１７－４外

株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント

6010001146554

埼玉県大里郡寄居町末野２２６７番地
かんぽの宿寄居内

株式会社そごう・西武

6010001127026

千葉県千葉市中央区新町１０００番地
セブン－イレブンそごう千葉店内従業員用売店

Ｒ株式会社

4040001119550

市街地

千葉県船橋市湊町二丁目２番６号

株式会社コスモス薬品

9290001025414

市街地

千葉県佐倉市西ユーカリが丘四丁目１４番地２４

イオンリテール株式会社

2040001000456

千葉県旭市イの４３３７番地１
イオンスタイル旭中央店内

株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント

6010001146554

千葉県旭市仁玉２２８０番地１
かんぽの宿旭内

株式会社ＬＥＯＣ

7010401086168

千葉県流山市西深井１６０３番地の１
ＤＰＬ流山Ⅲ内

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

株式会社ベルク

8030001085963

株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント

6010001146554

市街地

市街地

営業所所在地
群馬県富岡市中高瀬５６１番１外

埼玉県さいたま市見沼区東大宮五丁目３３－１

千葉県八千代市緑が丘西五丁目１番地２外

千葉県八千代市緑が丘西五丁目１番地２外
ドラッグストアマツモトキヨシ八千代緑が丘西店内

市街地

千葉県我孫子市つくし野四丁目１番２号

千葉県鴨川市西町１１３７番地
かんぽの宿鴨川内

※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

サミット株式会社

3011301002747

市街地

株式会社クスリのアオキ

2220001008745

有限会社商人

4040002100344

ミニストップ株式会社

4010001030181

株式会社セブン－イレブン・ジャパン

1010001088181

繁華街（Ａ）

株式会社ＡＬＡＷＡ

1011001136178

市街地

東京都港区六本木二丁目２番１３号

株式会社エヌイーエス

2011801013559

市街地

東京都港区新橋二丁目３番４号

株式会社ファミリーマート

2013301010706

市街地

東京都港区西麻布三丁目２４

株式会社ファミリーマート

2013301010706

市街地

東京都文京区向丘一丁目１３番３号

まいばすけっと株式会社

1040001064592

市街地

東京都台東区雷門二丁目４番９号

株式会社セブン－イレブン・ジャパン

1010001088181

市街地

東京都墨田区吾妻橋一丁目２３番３０号

株式会社ＥＸＡＳＰＥＲＡ

2011101092972

市街地

東京都江東区亀戸五丁目４４番５号

株式会社ダイエー

4140001005666

市街地

東京都江東区豊洲五丁目１番６

株式会社ぱぱす

5010601031677

市街地

東京都江東区塩浜一丁目２番１０号

市街地

東京都品川区東五反田一丁目２０番９号

山﨑 有莉

営業所所在地
千葉県浦安市北栄一丁目１５３０番２

千葉県白井市根１２０番地の２
クスリのアオキ白井店内

市街地

千葉県南房総市千倉町瀬戸８９８番地１

東京都千代田区有楽町一丁目１３番１号
ＤＮタワー２１地下１階内

東京都千代田区神田佐久間町一丁目２１番１

まいばすけっと株式会社

1040001064592

市街地

東京都大田区南雪谷二丁目１３番７号

まいばすけっと株式会社

1040001064592

市街地

東京都大田区大森北六丁目３番３号

サミット株式会社

3011301002747

市街地

東京都世田谷区船橋六丁目３１番１外

株式会社西友

8011503002037

株式会社ライフコーポレーション

9010001060208

市街地

東京都渋谷区恵比寿四丁目２０番７号

株式会社９９イチバ

2180001085806

市街地

東京都杉並区高円寺南一丁目８番２号

東京都世田谷区深沢一丁目８番１号
西友深沢目黒通り店内

※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

株式会社９９イチバ

2180001085806

市街地

株式会社そごう・西武

6010001127026

まいばすけっと株式会社

1040001064592

市街地

東京都北区東十条一丁目４番５号

まいばすけっと株式会社

1040001064592

市街地

東京都北区浮間四丁目１５番２号

まいばすけっと株式会社

1040001064592

市街地

東京都荒川区荒川三丁目２１番２号

株式会社セブン－イレブン・ジャパン

1010001088181

市街地

東京都立川市上砂町五丁目４８番地２

株式会社東京さえき

1012401003711

市街地

東京都立川市柏町二丁目２５番３外

株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント

6010001146554

株式会社エル・ティーエフ

7020001117826

市街地

東京都日野市旭が丘二丁目２番２外

株式会社ローソン

2010701019195

市街地

東京都国立市大字石田６６１番２外

株式会社コスモス薬品

9290001025414

市街地

東京都あきる野市秋川四丁目７番２外

株式会社セキ薬品

6030001051892

市街地

東京都西多摩郡瑞穂町大字武蔵１９３番地２

株式会社ツルハ

1430001010672

市街地

神奈川県横浜市鶴見区東寺尾六丁目２番１

株式会社ファミリーマート

2013301010706

市街地

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目２３番９号

株式会社そごう・西武

6010001127026

株式会社そごう・西武

6010001127026

市街地

パレッテ株式会社

4040001113826

住宅地（Ａ）

中日本ハイウェイ・リテール株式会社

8180001031928

株式会社ファミリーマート

2013301010706

市街地

神奈川県横浜市青葉区青葉台二丁目９番地１

合同会社ＬａＰｏｍｍｅ

1020003020546

市街地

神奈川県横浜市青葉区あざみ野一丁目６番地３

まいばすけっと株式会社

1040001064592

市街地

神奈川県川崎市中原区新丸子町７３９番地

営業所所在地
東京都豊島区巣鴨一丁目２６番４号

東京都豊島区南池袋一丁目２８番１号
西武池袋本店別館７階内従業員用売店

東京都青梅市駒木町三丁目６６８番地２
かんぽの宿青梅内

神奈川県横浜市西区高島二丁目１８番１号
そごう横浜５階従業員食堂内

神奈川県横浜市西区高島二丁目１８番１号

神奈川県横浜市港南区野庭町６１１番地

神奈川県横浜市緑区北八朔町２１６０番地
東名高速道路港北パーキングエリア下り線内

※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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氏名･商号
株式会社セブン－イレブン・ジャパン

法人番号

環境区分

1010001088181

市街地

神奈川県川崎市高津区久本三丁目１１７番１３外

市街地

神奈川県横須賀市芦名一丁目３番５号

藤本 千晶

営業所所在地

株式会社コスモス薬品

9290001025414

神奈川県平塚市四之宮二丁目４２３番１外
ドラッグコスモス四之宮店内

株式会社ツルハ

1430001010672

新潟県新潟市中央区幸西二丁目２６３－１
ツルハドラッグ新潟幸西店内

ウエルシア薬局株式会社

3030001002411

株式会社クスリのアオキ

2220001008745

株式会社コメリ

9110001002050

市街地

新潟県長岡市川崎町６０４

株式会社越後御貢屋

3110001034636

市街地

新潟県長岡市喜多町７０７番地

株式会社ウオロク

3110001007055

有限会社メルシーさとう

8110002025951

有限会社メルシーさとう

8110002025951

新潟県十日町市山崎己１４１５番地
メルシーユーモール店内

株式会社クスリのアオキ

2220001008745

新潟県燕市吉田３５２３番地
クスリのアオキ吉田店内

株式会社モリキ

5100001011907

株式会社ツルハ

1430001010672

株式会社セブン－イレブン・ジャパン

1010001088181

株式会社ツルハ

1430001010672

市街地

新潟県新潟市西区寺尾上六丁目１番６号

新潟県長岡市川崎町７７５番地１
クスリのアオキ長岡川崎店内

新潟県新発田市小舟町５０６番１
ウオロク小舟店内

市街地

市街地

新潟県十日町市松代２０９８－１８

新潟県南魚沼市南田中５２７－１

山梨県韮崎市藤井町南下條２０５
ツルハドラッグ韮崎店内

市街地

長野県上田市真田町本原６５３番地１

長野県南佐久郡小海町大字豊里１８５４
ツルハドラッグ小海店内

※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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