
クラフトビール（地ビール・地発泡酒）醸造所リスト （データ更新︓2021年2⽉）

東北
県名 企業名 ブランド名 開業時期

YYMM 住所 電話番号 備考 JBA会員 ホームページ

⻘森 （財）⼗和⽥湖ふるさと活性化公社 奥⼊瀬地ビール 9707 ⻘森県⼗和⽥市⼤字奥瀬字堰 0176-72-3201 〇 http://www.oirase.or.jp

⻘森 梅⾹⼭ 崇徳寺（有）バイコードリンク ⻨雫 0208 ⻘森県下北郡⼤間町奥⼾９３ 0175-37-3342 https://www.facebook.com/mamemamebeer

⻘森 Be Easy Brewing ギャレスのアジト 1609 ⻘森県弘前市松ヶ枝５－７－ 0172-78-1222 http://m.beeasybrewing.com

岩⼿ 世嬉の⼀酒造（株） いわて蔵ビール 9612 岩⼿県⼀関市⽥村町５－４２ 0191-21-1144 清酒「世嬉の⼀」 〇 https://www.facebook.com/pg/fukushigesyoku

岩⼿ 上閉伊酒造（株） 遠野⻨酒「ZUMONA」 9904 岩⼿県遠野市⻘笹町糠前３ 0198-62-2002 清酒「國華の薫」 http://www.v-toono.jp

岩⼿ （株）あさ開 ステラモンテ 9910 岩⼿県盛岡市⼤慈寺町１０番 019-652-3111 清酒「あさ開」 http://www.asabiraki-net.jp

岩⼿ （株）ベアレン醸造所 べアレンビール 0306 岩⼿県盛岡市北⼭１丁⽬３－ 019-606-0766 http://www.baerenbier.com

岩⼿ さくらブルワリー 1503 岩⼿県北上市⼤通り４丁⽬８ 0197-61-2316 https://www.facebook.com/tenshochisakurabrew

岩⼿ （株）ベアレン醸造所 菜園マイクロブルワリー 1711 岩⼿県盛岡市菜園１－５－ 019-606-0171 ベアレン第⼆⼯場 http://saien-microbrewery.com

岩⼿ 遠野醸造　TAPROOM 遠野醸造　TAPROOM 1805 岩⼿県遠野市中央通り１０ 0198-66-3990 https://tonobrewing.com

岩⼿ （株）ベアレン醸造所　雫⽯⼯場 1905 岩⼿県岩⼿郡雫⽯町沼返１９ NA ベアレン第三⼯場 https://www.baerenbier.co.jp

岩⼿ （株）トルクスト　Lit work place BREWBEAST 1907 岩⼿県花巻市⼤通り1－７－ 0198-41-3049 https://akr9857560112.owst.jp/

岩⼿ 315BEER 2004 岩⼿県奥州市⽔沢字袋町６－ 090-7332-9362 ７⽉末からケグ販売開始 https://315saikobeer.wixsite.com/315beer

岩⼿ ヘリオス酒造株式会社 銀河⾼原ビール 2007 岩⼿県和賀郡⻄和賀町沢内字 0197-72-7371
岩⼿ 株式会社　太極舎 暁ブルワリー ⼋幡平ファクトリ 2009 岩⼿県⼋幡平市松尾寄⽊第 03-5452-1187 https://akatsuki-brewery.com/company/

秋⽥ （株）わらび座 ⽥沢湖ビール 9709 秋⽥県仙北市⽥沢湖卒⽥字早 0187-44-3988 〇 http://www.warabi.or.jp

秋⽥ （株）あくら あくらビール 9711 秋⽥県秋⽥市⼤町１丁⽬２－ 018-862-1841 http://www.aqula.co.jp

秋⽥ （株）トースト TAZAWAKO湖畔の杜ビール 9906 秋⽥県仙北市⽥沢湖⽥沢字春 0187-58-0608 http://www.orae.net

秋⽥ （株）⽻後⻨酒 ⽻後⻨酒 1707 秋⽥県雄勝郡⽻後町⻄⾺⾳内 0183-56-7890 https://www.facebook.com

秋⽥ BREWCCOLY BREWCCOLY 1811 秋⽥県秋⽥市中通三丁⽬４番090-7930-3127 https://www.facebook.com/Brewccoly

宮城 サンケーヘルス(株)　松島ブリューイングカンパニー松島ビール 9707 宮城県⿊川郡⼤郷町東成⽥字 022-359-2234 http://www.matsushimabeer.com

宮城 （株）オニコウベ 鳴⼦の⾵ 9907 宮城県⼤崎市鳴⼦温泉⻤⾸字 0229-86-2288 〇 http://new.onikoube.com

宮城 （株）加美町振興公社 やくらいビール 9907 宮城県加美郡加美町味ケ袋薬 0229-67-5211 http://kami-tr.com/yakurai/bunarin

宮城 みやぎ仙南農業協同組合 仙南クラフトビール 0203 宮城県⾓⽥市⾓⽥字197-4 0224-61-1150 http://www.ja-miyagisennan.jp/einou/1417.html

宮城 穀町ビール 殻町エール 1710 宮城県仙台市若林区⽯名坂３ 022-223-5860 https://graintownbrewery.com/

宮城 Argon Brewing 1901 宮城県塩竈市海岸通１０８ 022-369-3194 https://www.facebook.com/Argon-Brewing-

宮城 BLACK TIDE BREWING（同） 2003 宮城県気仙沼市南町3-2-5 0226-28-9640 ⽶国⼈ブルワー。伊勢⾓で研修。 https://www.facebook.com/BlackTideBrewing/

宮城 （株）宮城マイクロブルワリー 宮城ゆりあげ⻨酒醸造所 2004 宮城県名取市閖上東地区21街 022-385-8231 岩⼿の夢花まき⻨酒醸造所から移転 https://twitter.com/yuriagebeer

⼭形 ⻄川町総合開発（株） 地ビール⽉⼭ 9804 ⼭形県⼭形県⻄川町⽔沢２３ 0237-74-2100 http://www.gassan-shop.com

⼭形 （株）⼀楽荘　天童ブルワリー 9906 ⼭形県天童市鎌⽥本町２丁⽬ 023-654-3311 https://itiraku.com

⼭形 極楽⻨酒本舗（同） ⽶沢クラフトビア 1602 ⼭形県⽶沢市中央２－３－ 0238-40-0291 http://gokurakubeer.webcrow.jp

⼭形 ⽶沢ジャックスブルワリー 1807 ⼭形県⽶沢市⼤字李⼭５４７ 0238-33-9558 http://jacks-beer.com

⼭形 （同）萩志会クラフトマン ⻑井ブルワリークラフトマン 1902 ⼭形県⻑井市泉６７７－１ 0238-87-1600 https://www.facebook.com/NagaiBreweryCraftsm

⼭形 Brewlab.108 2002 ⼭形県天童市⼤字久野本字⽇ 050-3575-1970 天童タワーの設備引継 https://www.facebook.com/pages/category/Wine--Beer--

福島 （有）福島路ビール みちのく福島路ビール 9703 福島県福島市荒井字横塚３－ 024-593-5859 〇 http://www.f-beer.com

福島 親正産業（株）世界のガラス館猪苗代店 猪苗代地ビール 9704 福島県耶⿇郡猪苗代町⼤字三 0242-63-2177 〇 http://www.world-glassware.com

福島 ななくさ農園　ななくさナノブルワリー ななくさビーヤ 1107 福島県⼆本松市⼾沢字⻄⾼内 NA http://nanaxsa.web.fc2.com

福島 南会津マウンテンブルーイング 1804 福島県南会津郡南会津町⽥島 090-2277-9069 Taproom Beer Fridge ビア フリッジ https://www.facebook.com/南会津マウンテンブルーイン

福島 ハイランドポートブルワリー 1804 福島県⻄⽩河郡⻄郷村⼤字⼩  0248-25-7461 https://www.facebook.com/pg/Craftbeer.HighB/a

福島 HANDA GINZAN BREWERY　上町cheers 2007 福島県伊達郡桑折町字上町7 024-563-3862 https://www.facebook.com/uwamachicheers/

福島 （株）カトウファーム YellowBeerWorks 2009 福島県福島市⼤笹⽣字横堀 024-563-3862 http://katofarm-f.jp/

福島 （株）ホップジャパン 2009 福島県⽥村市都路町岩井沢字  0247-61-5330 https://hopjapan.com/
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