酒類販売管理者標識

※未成年者の飲酒は法律で禁止されています。

※デポーの「酒類販売管理者標識」は店頭にてご確認ください。

生協名

販売場の名称

所在地

酒類販売
管理者名

23区南生活クラブ生活協同組合

世田谷センター

東京都世田谷区桜新町2-31-5

遠藤 貴史

2018年4月17日

2021年4月16日

日本フランチャイズチェーン協会

23区南生活クラブ生活協同組合

大田センター

東京都大田区仲池上1-19-12

佐藤 文昭

2018年4月26日

2021年4月25日

日本ボランタリーチェーン協会

23区南生活クラブ生活協同組合

ベイ東京センター

千葉県市川市田尻1-10-9

石井 武志

2017年5月2日

2020年5月1日

日本ボランタリーチェーン協会

北東京生活クラブ生活協同組合

練馬センター

東京都練馬区中村南２－２２－３

小島 一記

2017年6月13日

2020年6月12日

一般社団法人 日本ボランタリーチェーン協会

北東京生活クラブ生活協同組合

板橋センター

東京都板橋区前野町3-32-2

井上 正芳

2018年4月12日

2021年4月11日

大宮小売酒販組合

北東京生活クラブ生活協同組合

大泉センター

東京都練馬区大泉学園町1-7-13

飯塚 拓

2017年6月7日

2020年6月6日

一般社団法人 日本ボランタリーチェーン協会

北東京生活クラブ生活協同組合

葛飾センター

東京都葛飾区西水元5-16-16

伊達 亮太朗 2018年9月26日

2021年9月25日

東京小売酒販組合

多摩きた生活クラブ生活協同組合

東村山センター

東京都東村山市富士見町3-29-6

山内 弘和

2018年10月4日

2021年10月3日

日本ボランタリーチェーン協会

多摩きた生活クラブ生活協同組合

青梅センター

東京都青梅市新町8-25-4

元田 浩治

2017年5月25日

2020年3月31日

東京小売酒販組合

多摩きた生活クラブ生活協同組合

小平センター

東京都小平市花小金井8-13-4

中島 翔

2018年10月4日

2021年10月3日

日本ボランタリーチェーン協会

多摩南生活クラブ生活協同組合

多摩統合センター

東京都町田市小山が丘2-3-11

伊東 次郎

2018年6月5日

2021年6月4日

一般社団法人 日本ボランタリーチェーン協会

多摩南生活クラブ生活協同組合

調布センター

東京都調布市国領町3-4-3

長谷川 裕

2018年10月18日 2021年10月17日 全国小売酒販組合中央会

横浜北生活クラブ生活協同組合

緑センター

神奈川県横浜市都筑区大熊町187-1

高橋 大輔

2017年4月12日

2020年4月11日

神奈川県小売酒販組合連合会

横浜北生活クラブ生活協同組合

矢向(横浜北)センター

神奈川県横浜市鶴見区矢向1-12-24

田中 裕次郎 2017年4月12日

2020年4月11日

神奈川県小売酒販組合連合会

横浜みなみ生活クラブ生活協同組合

旭センター

神奈川県横浜市旭区四季美台19-2

崔 麻菜

2021年5月15日

神奈川県小売酒販組合連合会

横浜みなみ生活クラブ生活協同組合

港南センター

神奈川県横浜市港南区港南台7-52-4 鈴木 稔

2018年11月14日 2021年11月13日 神奈川県小売酒販組合連合会

横浜みなみ生活クラブ生活協同組合

あやせみなみ（あやせ総合）センター

神奈川県綾瀬市吉岡東3-7-9

2017年5月17日

かわさき生活クラブ生活協同組合

高津センター

かわさき生活クラブ生活協同組合

研修実施団体名

2018年5月16日

2020年5月16日

神奈川県小売酒販組合連合会

神奈川県川崎市宮前区宮崎２丁目１−１ 平田 奈津美 2017年8月2日

2020年8月1日

神奈川県小売酒販組合連合会

矢向(かわさき)センター

神奈川県横浜市鶴見区矢向1-12-24

宇賀神 学

2016年9月14日

2019年9月13日

神奈川県小売酒販組合連合会

湘南生活クラブ生活協同組合

葉山センター

神奈川県三浦郡葉山町一色1743

森光 太郎

2018年6月13日

2021年6月12日

神奈川県小売酒販組合連合会

湘南生活クラブ生活協同組合

小田原センター

神奈川県小田原市東町5-14-15

沖田 武志

2017年8月2日

2020年8月1日

神奈川県小売酒販組合連合会

湘南生活クラブ生活協同組合

あやせ湘南（あやせ総合）センター

神奈川県綾瀬市吉岡東3-7-9

山田 千尋

2018年5月16日

2021年5月15日

神奈川県小売酒販組合連合会

さがみ生活クラブ生活協同組合

相模原センター

神奈川県相模原市中央区相生3-9-23 石川 大祐

2017年9月14日

2020年9月13日

神奈川県小売酒販組合連合会

さがみ生活クラブ生活協同組合

あやせさがみ（あやせ総合）センター

神奈川県綾瀬市吉岡東3-7-9

渡部 麻由子 2018年5月16日

2021年5月15日

神奈川県小売酒販組合連合会

福祉クラブ生活協同組合

藤沢センター

神奈川県藤沢市善行6-19-51

工藤 義敦

2016年4月20日

2019年4月19日

一般社団法人 日本ボランタリーチェーン協会

生活クラブ生活協同組合（埼玉）

本部

埼玉県さいたま市南区別所5-1-11

小林 真

2017年5月25日

2020年5月24日

埼玉県小売酒販組合

生活クラブ生活協同組合（埼玉）

狭山センター

埼玉県狭山市広瀬台2-12-28

河野 通正

2017年6月14日

2020年6月13日

朝霞小売酒販組合
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露崎 敏幸

酒類販売管理
次回研修の
研修受講年月日 受講期限

酒類販売管理者標識

※未成年者の飲酒は法律で禁止されています。

※デポーの「酒類販売管理者標識」は店頭にてご確認ください。

生協名

販売場の名称

所在地

酒類販売
管理者名

生活クラブ生活協同組合（埼玉）

所沢センター

埼玉県三芳町大字上富474-2

坂田 祐一

2018年4月20日

2021年4月19日

日本ボランタリーチェーン協会

生活クラブ生活協同組合（埼玉）

川口センター

埼玉県川口市安行領根岸1230-1

高橋 勝彦

2018年5月29日

2021年5月28日

埼玉県小売酒販組合

生活クラブ生活協同組合（埼玉）

越谷センター

埼玉県越谷市大間野1-21-2

松川 真太郎 2016年12月9日

2019年12月8日

浦和小売酒販組合

生活クラブ生活協同組合（埼玉）

大宮センター

埼玉県さいたま市見沼区卸町1-18

三角 純

2016年7月21日

2019年7月20日

大宮小売酒販組合

生活クラブ生活協同組合（埼玉）

熊谷センター

埼玉県熊谷市上之781-1

鈴木 栄明

2017年6月29日

2020年6月28日

熊谷小売酒販組合

生活クラブ生活協同組合（千葉）

センター柏

千葉県柏市十余二字下大塚380-97

内山 政則

2017年7月20日

2020年7月19日

柏小売酒販組合

生活クラブ生活協同組合（千葉）

センター千葉

千葉県千葉市美浜区真砂5-21-13

羽良 良秀

2017年8月24日

2020年8月23日

千葉東小売酒販組合

生活クラブ生活協同組合（千葉）

センター佐倉

千葉県佐倉市王子台6-3-9

森山 裕樹

2017年5月30日

2020年5月29日

市川小売酒販組合

生活クラブ生活協同組合（千葉）

センター松戸

千葉県松戸市松飛台398-1

紺野 貴志

2016年9月13日

2019年9月12日

日本ボランタリーチェーン協会

生活クラブ生活協同組合（千葉）

センター市原

千葉県市原市姉崎海岸43

森山 裕樹

2017年5月30日

2020年5月29日

市川小売酒販組合

生活クラブ生活協同組合（千葉）

センターベイ

千葉県市川市田尻1-10-9

松戸 雄一郎 2017年11月1日

生活クラブ生活協同組合（長野）

岡谷センター

長野県岡谷市赤羽2-3-47

林 巻利

2017年10月11日 2020年10月10日 上田小売酒販組合

生活クラブ生活協同組合（長野）

上田センター

長野県上田市上田原葭原1178-15

田中 守

2017年5月10日

2020年5月9日

上田小売酒販組合

生活クラブ生活協同組合（長野）

長野センター

長野県千曲市雨宮2374

和田 修一

2018年7月12日

2021年7月11日

長野小売酒販組合

生活クラブ生活協同組合（長野）

伊那センター

長野県上伊那郡南箕輪村菅沼8864-1 吉田 啓

2018年7月4日

2021年7月3日

中信小売酒販組合

生活クラブ生活協同組合（北海道）

本部

北海道札幌市西区発寒9条13丁目1-10 長谷川 慎

2018年5月9日

2021年5月8日

札幌西小売酒販組合

生活クラブ生活協同組合（茨城）

牛久センター

茨城県牛久市猪子町992-676

笠原 真樹

2018年11月20日 2021年11月19日 稲北小売酒販組合

生活クラブ生活協同組合（山梨）

本部

山梨県甲府市増坪町477

串崎 均

2017年11月20日 2020年11月19日 山梨県小売酒販組合連合会

生活クラブ生活協同組合（岩手）

水沢センター

岩手県奥州市水沢卸町2番地6

及川 俊

2017年9月12日

生活クラブ生活協同組合（岩手）

盛岡センター

岩手県紫波郡矢巾町西徳田第八地割93-6
吉井 智宏

2017年10月19日 2020年10月18日 花巻小売酒販組合

生活クラブ生活協同組合（静岡）

沼津センター

静岡県沼津市宮前町21-4

石渡 三善

2018年9月12日

2021年9月11日

三島小売酒販組合

生活クラブ生活協同組合（静岡）

静清センター

静岡県静岡市清水区天王南3-1

吉田 良路

2017年5月17日

2020年5月16日

藤枝小売酒販組合

生活クラブ生活協同組合（静岡）

浜松センター

静岡県浜松市東区笠井新田町657-1

上野 竜行

2017年4月20日

2020年4月19日

静岡県小売酒販組合連合会

生活クラブ生活協同組合（愛知）

名古屋センター

愛知県名古屋市天白区野並1丁目120 片山 倫康

2017年9月12日

2020年9月11日

日本ボランタリーチェーン協会

生活クラブ生活協同組合（愛知）

豊田センター

愛知県豊田市新生町1丁目1-4

児玉 潔明

2017年9月12日

2020年9月11日

日本ボランタリーチェーン協会

生活クラブ生活協同組合（愛知）

尾張旭センター

愛知県尾張旭市渋川町2丁目16－1

並川 純

2017年7月11日

2020年7月10日

日本ボランタリーチェーン協会

生活クラブ生活協同組合（愛知）

豊橋センター

愛知県豊橋市春日町2丁目6

諏訪 道雄

2017年11月9日

2020年11月8日

日本ボランタリーチェーン協会
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2020年10月31日 一般社団法人日本ボランタリーチェーン協会

2020年9月11日

水沢小売酒販組合

酒類販売管理者標識

※未成年者の飲酒は法律で禁止されています。

※デポーの「酒類販売管理者標識」は店頭にてご確認ください。

生協名

販売場の名称

所在地

酒類販売
管理者名

生活クラブ生活協同組合（栃木）

宇都宮センター

栃木県宇都宮市問屋町3426-30

中塚 真人

2018年8月9日

2021年8月8日

宇都宮小売酒販組合

生活クラブ生活協同組合（青森）

本部

青森県青森市第二問屋町2-8-19

河野 顕

2018年9月7日

2021年9月6日

青森小売酒販組合

生活クラブやまがた生活協同組合

本部

山形県米沢市通町六丁目16番57号

嵐田 初広

2017年11月7日

2020年11月6日

米沢小売酒販組合

生活クラブ生活協同組合（群馬）

高崎センター

群馬県佐波郡玉村町上福島20-3

井上 徳久

2018年9月24日

2021年9月23日

佐波伊勢崎小売酒販組合

生活クラブふくしま生活協同組合

ふくしまセンター

福島県本宮市荒井字山神30

古島 優

2017年10月17日 2020年10月16日 郡山小売酒販組合

生活クラブ生活協同組合大阪

茨木支所

大阪府茨木市清水1-21-4

肥後 正幸

2018年9月26日

2021年9月25日

大阪北小売酒販組合

生活クラブ生活協同組合大阪

香里支所

大阪府枚方市東香里元町14-19

萩森 玲佳

2016年5月6日

2019年5月5日

枚方小売酒販組合

生活クラブ生活協同組合大阪

門真支所

大阪府門真市五月田町15-5

藤本 理

2018年10月2日

2021年10月1日

大阪北小売酒販組合

生活クラブ生活協同組合大阪

平野支所

大阪府大阪市平野区加美東7-3-18

中村 圭一

2016年6月21日

2019年6月20日

南小売酒販組合

生活クラブ生活協同組合大阪

豊能支所

大阪府豊能郡豊能町光風台5-737-19 畑山 昌彦

2017年9月25日

2020年9月24日

門真小売酒販組合

生活協同組合生活クラブ京都エル・コープ 西センター

京都府京都市南区久世上久世町161

小谷 祐介

2017年4月21日

2020年4月20日

京都府酒販組合連合会

生活協同組合生活クラブ京都エル・コープ 東センター

京都府京都市山科区東野中井ノ上町11-13
奥野 正登

2017年4月21日

2020年4月20日

京都府酒販組合連合会

生活クラブ生活協同組合（奈良）

本部

奈良県大和郡山市田中町913番地

北口 芳則

2018年7月26日

2021年7月25日

奈良県小売り酒販組合連合会

生活クラブ生活協同組合（滋賀）

本部

滋賀県守山市古高町110番地8

山下 崇輝

2018年10月15日 2021年10月14日 大津小売酒販組合

生活協同組合エスコープ大阪

泉北支所

大阪府堺市南区小代727

緑川 誠二

2017年11月9日

2020年11月8日

堺小売酒販組合

生活協同組合エスコープ大阪

河内長野支所

大阪府河内長野市西片添町12-9

樫本 昌俊

2016年5月18日

2019年5月17日

岸和田貝塚小売酒販組合

生活協同組合エスコープ大阪

堺支所

大阪府堺市堺区緑町2-58-1

吉積 直也

2018年8月23日

2021年8月22日

堺小売酒販組合

生活協同組合エスコープ大阪

店舗城山台Ｄｏ

大阪府堺市南区2-2-9

桐田 剛至

2018年9月6日

2021年9月5日

日本ボランタリーチェーン協会

生活クラブ生活協同組合都市生活

本部センター

兵庫県西宮市山口町上山口上芦原７８－２
前下秀治

2018年10月11日 2021年10月10日 尼崎小売酒販組合

生活クラブ生活協同組合都市生活

名谷センター

兵庫県神戸市垂水区名谷町3435-1

中田 勝治

2017年7月3日

2020年7月2日

芦屋小売酒販組合

生活協同組合庄内親生会

庄内センター

山形県鶴岡市藤島関根字堰合93-1

齋藤 三郎

2018年9月14日

2021年9月13日

鶴岡小売酒販組合
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