（データ更新︓2020年8⽉）

クラフトビール（地ビール・地発泡酒）醸造所リスト

近畿
県名

企業名

ブランド名

開業時期
住所
電話番号
YYMM
9607 滋賀県⻑浜市朝⽇町１４－１ 0749-63-4300
9703 滋賀県甲賀市⽔⼝町三⼤寺３ 0748-62-2001
1805 滋賀県⼤津市本堅⽥３丁⽬２ 077-536-5222
1808 滋賀県蒲⽣郡⽇野町⻄⼤路８
NA
1809 滋賀県近江⼋幡市宮内町２４ 0748-33-8858

備考

JBA会員

ホームページ

滋賀

⻑濱浪漫ビール（株）

⻑濱浪漫ビール

滋賀
滋賀
滋賀
滋賀

滋賀酒造（株）
近江⻨酒（株）
ヒノブルーイング株式会社
⼆兎醸造（株）

びわこいいみちビール
近江⻨酒
TWO RABBITS

奈良
奈良
奈良

（財）曽爾村観光振興公社
ゴールデンラビットビール
まほろのディアブルーイング（株）

曽爾⾼原ビール
ゴールデンラビットビール
なら⻨酒

9910
1512
1703

奈良県宇蛇郡曽爾村⼤字太良 0745-96-2888
奈良県奈良市東寺林町３０
0742-77-0944
奈良県奈良市紀寺町９５６－ 0742-95-9700

http://soni-kogen.com

奈良
奈良
奈良
奈良
京都
京都
京都
京都

奈良醸造（株）
(合)深⼭東吉野醸造所
奥⼤和BREWING
（株）近鉄リテーリング
⻩桜（株）キザクラカッパカントリー
マツヤ（株）京都町家⻨酒醸造所
（株）丹後王国ブルワリー
（株）京都・⼀乗寺ブリュワリー

奈良県奈良市北之庄⻄町１－
奈良県吉野郡東吉野村⼤字⼤
宇陀市⼤字陀拾⽣672
奈良市東向中町6 奈良県経済
京都府京都市伏⾒区塩屋町２
京都府京都市中京区堺町通⼆
京都府京丹後市弥栄町⿃取１
京都府京都市左京区⼀乗寺出

https://narabrewing.com

グットウルフ⻨酒
奥⼤和ビール
⼤和醸造
京都⻨酒
町家⻨酒
京都丹後クラフトビール

1807
2006
2005
2001
9506
9707
9804
1106

京都
京都
京都

京都醸造（株）
⻩桜（株）伏⽔蔵
麒麟⻨酒（株）

京都ブルワリー
京都⻨酒
スプリングバレーブルワリー

1505
1608
1709

京都府京都市南区⻄九条⾼畠 075-574-7820
京都府京都市伏⾒区横⼤路下 075-644-4488
京都府京都市中京区富⼩路通 075-231-4960

京都
京都

NPO法⼈ＨＥＲＯＥＳ
ウッドミルブルワリー･京都

⻄陣⻨酒

1710
1804

京都府京都市上京区竪⾨前町 080-2514-3441
京都府京都市上京区上⽴売通 075-406-1463

京都

京都茶ビール（同）

Kyoto Beer Lab

1804

京都市下京区⼗禅師町２０１ 075-352-6666

京都
⼤阪

ラフ･インターナショナル（有）伏⽔ブルワリー
寿酒造（株）

家守堂
⼤阪國乃⻑ビール

1906
9505

京都府京都市伏⾒区中油掛町 075-285-0952
⼤阪府⾼槻市富⽥町３丁⽬２ 072-696-0003

⼤阪

（株）箕⾯ビール

箕⾯ビール

9704

⼤阪府箕⾯市牧落３－１４－ 072-725-7234

⼤阪
⼤阪
⼤阪

道頓堀⻨酒醸造（株）
ニックタナカ（株）
（株）ファーム

道頓堀ビール
地底旅⾏

9707
9808
0207

⼤阪
⼤阪

（同）Ｍａｒｃａ
（株）ハッピーアワー

1504
1605

⼤阪府⼤阪市中央区道頓堀１ 06-6211-5828
⼤阪府⼤阪市港区南市岡
06-583-4858
⼤阪府堺市南区鉢ヶ峯寺２４ 072-296-9911
⼤阪府⼤阪市⻄区北堀江３－ 06-6710-9487
⼤阪府⼤阪市⻄区⼟佐堀１丁 06-6441-0717

⼤阪
⼤阪

ブリューパブスタンダード（株）
ブリューパブスタンダード（株）

1609
1804

⼤阪府⼤阪市中央区⼤⼿通１ 06-6809-5229
⼤阪府⼤阪市北区浮⽥２－５ 06-6450-8296

⼤阪
⼤阪
⼤阪

デパーズ
有本⻨酒（株） 新今⾥営業所
（同）シクロ ディレイラブリューワークス

1805
1806
1807

⼤阪府⼤阪市中央区⾼麗橋１ 06-4256-2955
⼤阪府⼤阪市⽣野区新今⾥１ 06-4306-3456
⼤阪府⼤阪市⻄成区花園北２ 06-6646-5760

⼤阪
⼤阪

（株）ONE's 本社
（株）CRAFT BEER BASE

1811
1901

⼤阪市⻄区千代崎1-9-1
050-1169-0772
⼤阪府 ⼤阪市北区⼤淀南１ 06-6131-7015

2019年12⽉移転

（株）上⽅ビール
Grande Limite（株）
ナギサビール（株）
平和酒造（株）

⼤阪市東淀川区⻄淡路３－１
⼤阪府泉佐野市⼤⻄2-2599
和歌⼭県⻄牟婁郡⽩浜町２９
和歌⼭県海南市溝ノ⼝１１９

銭湯をリニューアル

KIX BEER (泉佐野クラフト
ナギサビール
HEIWA CRAFT

1906
2005
9709
1505

Voyager Brewing
紀州応援酒場三代⽬

1608
1703

和歌⼭県⽥辺市上の⼭１－９ 0739-34-3305
和歌⼭県和歌⼭市⼗⼀番丁５ 073-414-1231

⼤阪
⼤阪
和歌⼭
和歌⼭

和歌⼭ ボイジャーブルーイング（株）
和歌⼭ （株）吉⽥

Kita Sangyo Co., Ltd

BEER BELLY
テタールヴァレ

ARIMOTO BEER
ディレイラブリューワークス

0742-64-0108
0746-48-8154
NA
0742-24-0801
075-611-9919
075-223-2178
0772-65-4193
075-702-2002

06-6829-6550
072-468-6766
050-3820-8958
073-487-0189
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〇
清酒「貴⽣娘」

https://www.romanbeer.com
https://www.facebook.com/mamemamebeer
http://omibeer.jp

旧ファーム「滋賀農業公園 ブルーメの丘」

http://hinobrewing.jp/
https://tworabbitsbrewing.com

https://www.goldenrabbitbeer.com
http://narabeer.jp

http://www.okuyamato-beer.jp/
https://yamato-brewery.com/
清酒「⻩桜」

〇

http://kizakura.co.jp

清酒「キンシ正宗」

〇

http://kinshimasamune.com
https://tango-kingdom.com

〇

https://www.facebook.com
https://kyotobrewing.com

⻩桜第⼆⼯場

http://kizakura.co.jp
http://springvalleybrewery.jp

〇
〇

https://www.762npo.jp
http://woodmill-brewery.kyoto
http://kyotobeerlab.jp
https://yamorido.jp

清酒「國乃⻑」

〇

http://www.kuninocho.jp

〇

http://www.minoh-beer.jp
http://www.dotonboribeer.co.jp

https://farm.or.jp
http://beermarca.com

箕⾯ビール2号店

http://www.beerbelly.jp

〇

http://brewpub-osaka.jp
http://brewpub.co.jp
http://depaas.beer
http://www.arimotobre.com
https://www.facebook.com/ravitaillement
http://onesbrewery.com
http://www.craftbeerbase.com
https://ajgtojud.wixsite.com/website

https://www.kixbeer.com/top
2015年11⽉移転
清酒「紀⼟」

〇

http://www.nagisa.co.jp
http://www.heiwashuzou.co.jp
http://www.voyagerbrewing.co.jp
https://www.facebook.com/k.sandaime

（データ更新︓2020年8⽉）

クラフトビール（地ビール・地発泡酒）醸造所リスト
県名
和歌⼭
和歌⼭
和歌⼭
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫

企業名
（有）アオキヤ
（株）CAMPS有⽥川
ORYZAE BREWING
（株）三⽥屋
⼩⻄酒造（株）⻑寿蔵
（株）ニューミュンヘン
（有）⼭本屋
ユーアールエー（株）
（有）アイエヌインターナショナル
明⽯ブルワリー（株）
出⽯城⼭ビール（株）
Yama－Dream（株）
（株）スターボード

開業時期
YYMM
ブルーウッドブリュワリー
1707
NOMCRAFT BREWING
1905
1907
揮⼋郎ビール
9504
KONISHI ビール
9506
⼤使館ビール
9612
城崎ビール
9711
あわぢビール
9804
六甲ビール
9804
明⽯ビール
9804
出⽯城⼭ビール
9808
丹波篠⼭ジグザグブルワリー 1206
スターボードブルーイング
1502
ブランド名

住所

電話番号

和歌⼭県有⽥郡有⽥川町⼤字
和歌⼭県有⽥郡有⽥川町⻑⽥
和歌⼭市⾈⼤⼯町3
兵庫県⻄宮市⼭⼝町下⼭⼝２
兵庫県伊丹市中央３－４－１
兵庫県神⼾市中央区三宮町２
兵庫県豊岡市城崎町湯島６４
兵庫県淡路市浦１０２２－２
兵庫県神⼾市北区有野町有野
兵庫県明⽯市⼤久保町⻄島１
兵庫県豊岡市出⽯町内町８３
兵庫県丹波篠⼭市福住１９１
兵庫県神⼾市中央区北⻑狭通

0737-52-3310
070-4211-5114
073-488-6280
078-903-1333
072-773-1111
078-391-3656
0796-32-4545
0799-74-0339
078-981-2130
078-948-2388
0796-52-7530
079-506-1263
078-392-3265
078-222-6330
078-511-8787
078-202-6725
079-506-5119
079-441-7313
078-981-2130
079-425-8899

兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫

インザドア（同）
インザドアブルーイング
（株）穂の夢
HARBOR BEER KOBE
Akashi Craft Beer
明⽯⻨酒⼯房 時
TOKI
丹波路ブルワリー
加古川⻨酒醸造所／ Kakogawa Brewery加古川⻨酒
（有）アイエヌインターナショナル
六甲ビール
マイルストーンブルーイング東加古川醸造所
マイルストーンブルーイング

1508
1604
1612
1710
1804
1901
1904

兵庫県神⼾市中央区琴ノ緒町
兵庫県神⼾市⽔⽊通１丁⽬４
兵庫県明⽯市⼤明⽯町１丁⽬
兵庫県丹波篠⼭市北１５５－
兵庫県加古川市加古川町寺家
兵庫県神⼾市北区有野町有野
兵庫県加古川市平岡町新在家

兵庫

（株）NOTE JAPAN

丹波篠⼭旅路のブルワリー

1907

兵庫県丹波篠⼭市福住３８５ 090-1766-8761

兵庫

⼩⻄酒造（株）富⼠⼭蔵

KONISHI ビール

1908

兵庫県伊丹市東有岡2－13

1995〜1999年Open
2000〜2004年Open
2005〜2009年Open
2010〜2014年Open

Kita Sangyo Co., Ltd

072-775-0524

2015年Open
2016年Open
2017年Open
2018年Open
2019年Open
2020年Open

2/2

備考

JBA会員

ホームページ
https://www.facebook.com/ブルーウッドブリュワリー-1367
https://nomcraft.beer

麹ビール

https://oryzaebrewing.com/
https://www.kobesandaya.co.jp

清酒｢⽩雪｣
(株)サッポロ神⼾⼤使館醸造所

〇

http://www.konishi.co.jp
http://www.newmunchen.co.jp
http://www.gubigabu.com
http://awajibrewery.com

〇

http://www.rokko-beer.com
http://www.akashi-beer.com
https://izushibeer.com
http://zigzag-brewery.com
https://www.facebook.com/brewpubstarboardkobe
http://inthadoor.com
https://www.facebook.com/kobeminatobeer
http://toki-akashi.com
https://www.facebook.com/tambaji
https://www.facebook.com/brewpub.blanca

六甲ビール第⼆⼯場

http://www.rokko-beer.com
http://msb-higashikakogawa.jp
http://t-brewery.jp/

清酒｢⽩雪｣

〇

http://www.konishi.co.jp

