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清酒・焼酎 Tidbit 「レンガ煙突のある酒蔵」 rev.2.5 
「アーケード商店街にある酒蔵」 

レンガの煙突のある酒蔵、約 120蔵 → 約 140蔵（修正＠22.11.28）  
レンガ煙突は酒蔵の象徴、独特の風情を感じる  国や地域の文化財に指定されているものも多数ある 
煙突には白文字・縦書きで、蔵元の社名や銘柄を書いているところもある（→末尾の写真資料参照） 
このリストはレンガの煙突が外から見える酒蔵を一覧にしたもの  廃業されていてもレンガ煙突が残る蔵元はかっこ書きとした 
レンガ煙突の断面は、多くは四角だが、丸型、六角形、八角形などもある  多くは施工後 100年程度経過していて、鉄材で外部から補強していることも多い 
この他にもレンガ煙突のある蔵もあるだろう  また、すでに地震などで壊れた煙突・取り壊した煙突も含まれるかもしれない 
source=記憶の範囲＋当社営業担当者の情報＋加藤忠一「淡彩スケッチで描く日本酒酒蔵」（東日本編ｘ2+西日本編）＋ネットの画像検索 
 
清酒  ↓黄色マーカー＝写真あり ↓色付きセル＝同一地区に複数 

北海道 小林酒造 北の錦 夕張郡栗山町 登録有形文化財 
青森 松緑酒造 松緑 弘前市  
宮城 森民酒造店 森泉 大崎市  

 男山本店 伏見男山 気仙沼市 登録有形文化財 
 山和酒造店 わしが国 加美郡加美町  
 萩野酒造 萩の鶴 栗原市  

山形 出羽桜酒造・山形蔵 出羽桜 山形市  
 香坂酒造 香梅 米沢市  
 錦爛酒造 羽陽錦爛 東置賜郡川西町  
 米鶴酒造 米鶴 東置賜郡川西町  
 佐藤佐治衛門 やまと桜 東田川郡庄内町  
 和田酒造 あら玉 西村山郡河北町  
 高橋酒造店 東北泉 飽海郡遊佐町  
 杉勇蕨岡酒造場 杉勇 飽海郡遊佐町  

福島 吉の川酒造店 会津吉の川 喜多方市 近代化産業遺産 
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 大和川酒造店 弥右ヱ門 喜多方市 近代化産業遺産 
 喜多の華酒造 星自慢 喜多方市 近代化産業遺産 
 峰の雪酒造場 峰の雪 喜多方市  
 男山酒造店 わ 大沼郡会津美里町  

新潟 高橋酒造 長陵 長岡市 登録有形文化財（六角形） 
長野 井賀屋酒造場 岩清水 中野市  

 枡一市村酒造場 鴻山 上高井郡小布施町  
 松葉屋本店 北信流 上高井郡小布施町  

栃木 西堀酒造 若盛・門外不出 小山市 登録有形文化財 
茨城 剛烈富永酒造店 剛烈 常陸太田市  

 廣瀬商店（元、白菊酒造） 白菊 石岡市  
 来福酒造 来福 筑西市  
 結城酒造 つむぎ娘 結城市 登録有形文化財（2022年 5月の火災でも煙突は残る） 
 武勇 武勇 結城市 登録有形文化財 
 （元、大塚酒造） （秀緑） （坂東市） （廃業） 現在は観光恐竜センター 

埼玉 滝沢酒造 菊泉 深谷市 
深谷には日本初の大量生産のレンガ工場「日本煉瓦製
造会社」（渋沢栄一らが明治に設立）があった 

 藤橋藤三郎商店 東白菊 深谷市 
 丸山酒造 織星 深谷市 
 川端酒造 桝川 行田市  
 清雲酒造 清雲 比企郡小川町  
 武蔵鶴酒造 武蔵鶴 比企郡小川町  
 木戸泉酒造 木戸泉 いすみ市  
 豊乃鶴酒造 大多喜城 夷隅郡大多喜町  

千葉 寺田本家 五人娘 香取郡神崎町  
 豊乃鶴酒造 大多喜城 夷隅郡大多喜町 登録有形文化財 
 馬場本店酒造 雪山 香取市  
 宮崎本家 冨士乃友 匝瑳郡野栄町  
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 吉野酒造 腰古井 勝浦市 登録有形文化財 
 稲花酒造 稲花正宗 長生郡一宮町  

東京 田村酒造場 嘉泉 福生市  
 中村酒造 千代鶴 あきる野市  
 （渡辺酒造） （吟雪） （武蔵村山市） （廃業） 

群馬 今井酒造店 上州風まかせ 太田市 登録有形文化財 
 島岡酒造 群馬泉 太田市  

富山 千代鶴酒造 千代鶴 滑川市  
 三笑楽酒造 三笑楽 南砺市  

石川 布施酒造 天平 七尾市  
 武内酒造 御所泉 金沢市  
 東酒造 神泉 小松市 登録有形文化財 
 西出酒造 金紋 小松市  

福井 鳥浜酒造 鳥濱・加茂栄 三方上中郡若狭町 登録有形文化財 
 （敦賀酒造） （福寿盃） （敦賀市） （廃業） 

岐阜 平瀬酒造店 久寿玉 高山市  
 （田邊酒造場） （豊年） （高山市） （廃業） 
 山内酒造 小野櫻 中津川市  

愛知 萬乗醸造 醸し人九平次 名古屋市  
三重 若戎 義左衛門 伊賀市  

 元坂酒造 八兵衛 多気郡大台町  
滋賀 冨田酒造 七本鎗 長浜市  

 藤居本家 旭日 愛知郡愛荘町 登録有形文化財 
京都 松本酒造 日出盛 京都市（伏見） 八角形 登録有形文化財 

 月桂冠・大倉記念館 月桂冠 京都市（伏見）  
 月の桂 月の桂 京都市（伏見）  
 都鶴酒造 都鶴 京都市（伏見）  
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奈良 五條酒造 五神 五條市  
和歌山 初桜酒造 般若湯 伊賀郡かつらぎ町  

 初光酒造 おめでとう 紀の川市  
兵庫 ※灘五郷のいくつかの蔵元には、古いレンガ煙突が何本か残って（保存されて）いたが、1995年の阪神大震災でほぼすべて倒壊 

 辰馬本家酒造 白鹿 西宮 辰馬喜十郎邸付属（醸造施設煙突だったのかは？） 
 狩場一酒造 秀月 丹波篠山市  
 田中酒造場 白鷺の城、名刀正宗 姫路市  

岡山 渡辺酒造本店 嶺乃誉 倉敷市  
 高祖酒造 千寿 瀬戸内市 登録有形文化財 
 板野酒造本店 二面 岡山市  

広島 賀茂鶴酒造 賀茂鶴 東広島市（西条） 数本ある 登録有形文化財 
西条はレン
ガ煙突が林
立、最もき
れいに残る
地域 

 白牡丹酒造 白牡丹 東広島市（西条） 2本ある 登録有形文化財 
 亀齢酒造 亀齢 東広島市（西条） 2本ある 1本は丸型 登録有形文化財 
 福美人酒蔵 福美人 東広島市（西条） 登録有形文化財 
 賀茂泉酒造 賀茂泉 東広島市（西条） 登録有形文化財 
 西條鶴酒造 西條鶴 東広島市（西条） 登録有形文化財 
 金光酒造 賀茂金秀・桜吹雪 東広島市  
 今田酒造本店 富久長 東広島市  

島根 國暉酒造 國暉 松江市  
 吉田酒造 月山 安来市  
 財間酒場 高砂 鹿足郡津和野町  
 都錦酒造 都錦 江津市  

山口 金光酒造 山頭火 山口市 登録有形文化財 
 八百新酒造 雁木 岩国市  
 下関酒造 関娘 下関市  

香川 （山田酒造） （源氏正宗） （高松市） （廃業）登録有形文化財 
 （岡田酒造） （讃岐路・国粋） （丸亀市） （廃業） 
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徳島 中和商店 今小町 三好市 登録有形文化財 
 （赤川酒造所・百年蔵） （義士心） （三好市） （廃業）登録有形文化財 現在は地域施設 

愛媛 徳本酒造 初鷹 伊予市  
 桜うづまき酒造 桜うづまき 松山市  
 梅美人酒造 梅美人 八幡浜市  
 佐々木酒造 八重菊 伊予郡砥部町  

福岡 勝屋酒造 沖ノ島 宗像市 六角形 登録有形文化財 
 伊豆本店 亀の尾 宗像市 六角形 
 鷲頭酒造場 稲の寿 宗像市  
 石蔵酒造 百年蔵 福岡市 登録有形文化財 
 林龍平酒造場 九州菊 京都郡みやこ町  
 喜多屋 喜多屋 八女市  
 梅ケ谷酒造 梅ケ谷 嘉麻市  

佐賀 幸姫酒造 幸姫 鹿島市  
 光栄菊酒造 光栄菊 小城市 登録有形文化財 
 小柳酒造 高砂金漿 小城市 登録有形文化財 
 天吹酒造 天吹 三養基郡みやき町 登録有形文化財 
 （飯森酒造） （玉ノ香・乾盃） （鹿島市） （酒造は廃業）登録有形文化財 

長崎 伊藤酒造場 東露 雲仙市  
 あい娘酒造 あい娘 雲仙市  
 酒蔵 吉田屋 萬勝 南島原市  

大分 クンチョウ酒造 薫長 日田市  
 萱島酒造 西の関 国東市 登録有形文化財（八角形） 
 小松酒造醸 豊潤 宇佐市  

宮崎 森民酒造店 森泉 大崎市 登録有形文化財 
熊本 熊本県酒造研究所 香露 熊本市 2016年熊本地震で根本だけに 

 山村酒造 れいざん 阿蘇郡高森町  
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 （菊の城本舗） （菊の城） （菊池市） （廃業）登録有形文化財 
焼酎     
長崎 （宮崎商店）  （島原市） （廃業）登録有形文化財 

 玄海酒造 壱岐 壱岐市  
大分 井上酒造 初代百助 日田市 登録有形文化財 

 久保酒蔵 久保 宇佐市  
宮崎 姫泉酒造 やま里 西臼杵郡日之影町  
熊本 豊永酒造 豊永蔵、豊乃都鶴 球磨郡湯前町  

 房の露 房の露 球磨郡多良木町  
 深野酒造 誉の露 人吉市  

鹿児島 中村酒造場 玉露 霧島市  
 神酒造 千鶴・いも神 出水市  
 小牧醸造 小牧 薩摩郡さつま町  
 大石酒造 鶴見 阿久根市 1997年鹿児島西北地震で短く 

 
ドーム型のアーケードの商店街にある酒蔵は日本に 4社  

※ 「ドーム型アーケード商店街」のみ記載  「片持ち屋根アーケード商店街」に面する蔵元は、判定が困難でリスト化しないが、数社ある 

滋賀 有限会社平井商店 浅茅生 
大津市 
丸山町商店街 

 

奈良 稲田酒造合名会社 稲天 
天理市 
天理市本通り商店街 

 

島根 旭日酒造有限会社 十旭日 
出雲市 
サンロードなかまち 

十旭日の「十」は、正しくは「  」（能勢妙見の北極星） 

山口 岩崎酒造株式会社 長陽福娘 
萩市 
田町商店街 

 

他にレンガ煙突の酒蔵をご存知でしたらお知らせください。不備や誤りがあるかもしれません。お気付きの点があればお知らせください →  https://kitasangyo.com/contact/  

（以上 22.02.28-03.18 -03.22-05.02-30-0719-0921-1128.rev.2.5/2neo） 

https://kitasangyo.com/contact/


酒蔵の「レンガ煙突の街に向けた広告」 
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比較・スコッチウイスキーの「蒸溜所壁面の海に向けた広告」（スコットランド・アイラ島）    
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酒蔵の「レンガ煙突の街に向けた広告」（「酒蔵レンガ煙突の聖地」、西条の朝と夜） 
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酒蔵の「レンガ煙突の街に向けた広告」（「酒蔵レンガ煙突の聖地」その２、西条の朝のみ） 
  

photo source = m. tannno 
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酒蔵の「レンガ煙突の街に向けた広告」（広告のないものも含む） 
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山形・和田酒造「あら玉」  
picture from net 

山形・杉勇蕨岡酒造場「杉勇」 
 picture from net 

山口・八百新酒造「雁木」  
t. koizumi 

兵庫・白鹿・辰馬喜十郎邸  
k. 2neo 

栃木・西堀酒造「若盛」 
 t.noda 

愛知・萬乗醸造「醸し人九平次」 
 picture from net 



酒蔵の「レンガ煙突の街に向けた広告」（広告のないものも含む） 
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山形・杉勇蕨岡酒造場「杉勇」 
 picture from net 

福岡・喜多屋  
t. koizumi 

兵庫・白鹿・辰馬喜十郎邸  
k. 2neo 

鹿児島・神酒造「千鶴」 
※左面に「いも神」→最初のページ 
 t. harimoto 

山口・下関酒造「関娘」 
※最初のページにも  
t. koizumi 

京都・月桂冠・大倉記念館  
k. 2neo 

山形・出羽桜・山形蔵  
k. 2neo 

新潟・高橋酒造「長陵」 
※最初のページにも   
n. hyotani 



酒蔵の「レンガ煙突の街に向けた広告」（広告のないものも含む） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三重・元坂酒造「八兵衛」 
 t. iwayama 

熊本・豊永酒造「豊乃都鶴」 
picture from net 

群馬・島岡酒造「群馬泉」 
picture from : no data... 

岡山・渡辺酒造本店「嶺乃誉」 
picture from net 

福岡・梅ケ谷酒造「梅ケ谷」 
picture from net 

兵庫・田中酒造場 
「白鷺の城」「名刀正宗」 
picture from net 
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参考・酒蔵ではないレンガ煙突 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（以上 22.02.28-0613-0719-0921-1128 /2neo） 

滋賀/東近江・レンガのえんとつとまれ 
（旧・マルハチ醤油醸造所） 
picture from net 

兵庫/龍野・カネヰ醤油 
picture from net 

兵庫/龍野・うすくち醤油資料館 
picture from net 

愛知/常滑・INAX ライブミュージアム 
（レンガ煙突で日本最大か︖） 

k. 2neo 
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