
⽇本の清酒蔵元リストと、県別の蔵元数 （2021年7⽉1⽇時点）（2022年1⽉1⽇時点）

 修正　1,454 ←ed.3.3で8社の廃業（茨城、千葉、⼭梨x2、京都、広島、愛媛、佐賀ーグレー⽂字）、1社の新規開業（⻑野ー⻘⽂字）が判明

修正　1,457 ←ed.4で2社の廃業（奈良、福岡ーグレー⽂字）、5社の新規開業・輸出専⽤新規免許（北海道、秋⽥、新潟、東京、島根ー⻘⽂字）
掲載基準︓ 清酒を商業⽣産しているすべての蔵をカウント。（「焼酎蔵元リスト」のカウント法と違って、清酒が主⼒でなくてもカウント）　

現時点では休造、あるいは⾃社醸造を⾏わず委託⽣産していても、⾃社ブランド（以前に⾃社で醸造していた清酒銘柄）を継続している蔵元は原則として含む。
複数の醸造蔵を持つ場合、蔵元の数を1つとカウントするか複数でカウントするかは、地理的なことを含めてケースバイケース（きた産業の基準）で判定。
2021年5⽉から取得者が現れた、「輸出専⽤清酒免許」取得者も含める。

ed.1のオリジナル公開資料作成︓2021.07.25   
ed.3の追記 ＃1・18世紀以前創業の蔵元（約280社）︓★★★＝16世紀以前創業　★★＝17世紀創業　★＋＝18世紀前半(1701~1750年)創業　★＝18世紀後半（1751~1800年）創業　

　　出典1　2017年の調査︓2017年時点で⾃社で醸造している蔵元で18世紀以前創業の蔵元　→ https://kitasangyo.com/pdf/archive/sake‐info/oldest_sake.pdf

　　出典2　2021年8⽉時点で18世紀以前創業の蔵元を再調査。上記資料になく、追加した蔵元は、⽂字⾊が違う★または★で表⽰。なお、前回の2017年調査と異なり、「⾃社で醸造せず、委託醸造で伝統ブランドを継続」する蔵元を含む。

＃2・襲名をしている蔵元（約25社）を「襲名︓社⻑がxx代⽬」「襲名︓会⻑がxx代⽬」などと表⽰
　　取引関係などでわかる範囲の記載　「xx代⽬」は、酒造創業者からの場合、家系の代数で酒造業以前を含む場合、途中で襲名していない代がある場合、などがあって、清酒の創業時期と相関がない場合もあるようだ。

ed.3.3.1　作成︓2021.09.24/29
ed.4の追記 #1・掲載基準時期を「2021年7⽉1⽇」から「2022年1⽉1⽇」に変更、半年間の変化をアップデート　（輸出専⽤清酒免許も掲載、2021年7⽉時点で1社だったが5社に）

#2・コメント欄に「同名の蔵元」「似た名称の蔵元」「同銘柄」などの情報、約15件を追記（取引関係などで、気づく範囲を追記）
ed.4　2022.01.11

※本リストは、当社が独⾃に調査し作成したものです。正確を期したものですが誤りなどがあるかもしれません。お気づきの点は、きた産業までご連絡ください。
県名 法⼈名 代表銘柄 市区町村 コメント

北海道 ⾼砂酒造株式会社 国⼠無双 旭川市
北海道 男⼭株式会社 男⼭ 旭川市 「男⼭」を含む社名の蔵元は、北海道・宮城・⼭形・福島2社（「男⼭」を含む銘柄は、新潟・兵庫な
北海道 合同酒精 旭川⼯場 ⼤雪乃蔵 旭川市
北海道 有限会社⼆世古酒造 ⼆世古 虻⽥郡倶知安町
北海道 ⾦滴酒造株式会社 ⾦滴 樺⼾郡新⼗津川町
北海道 箱館醸蔵 有限会社 郷宝 ⻲⽥郡七飯町 2021年3⽉から　製造免許は⼤美酒造（岡⼭）から引き継ぐ
北海道 上川⼤雪酒造株式会社・五稜乃蔵 上川⼤雪 函館市 ed.4追記︓上川⼤雪の3つ⽬の蔵　2021年新設・2022年醸造開始　函館⼯業⾼専
北海道 福司酒造株式会社 福司 釧路市
北海道 碓氷勝三郎商店 北の勝 根室市
北海道 ⽇本清酒株式会社 千歳鶴 札幌市
北海道 ⽥中酒造株式会社 宝川 ⼩樽市 「⽥中」を含む社名の蔵元は北海道・新潟・滋賀・兵庫・岡⼭・茨城・宮城・⻑野
北海道 上川⼤雪酒造株式会社・緑丘蔵 上川⼤雪 上川郡上川町
北海道 三千櫻酒造株式会社 三千櫻 上川郡東川町 2020年10⽉に岐⾩から免許・会社を移転、設備は公設
北海道 国稀酒造株式会社 國稀 増⽑郡増⽑町
北海道 上川⼤雪酒造株式会社・碧雲蔵 上川⼤雪 帯広市 2020年開業、帯広畜産⼤学構内
北海道 ⼩林酒造株式会社 北の錦 ⼣張郡栗⼭町 蔵元は襲名→社⻑が4代⽬　「⼩林酒造」は北海道と栃⽊、「⼩林酒造場」は千葉、「⼩林酒造本店

 北海道︓15か所（会社14、醸造所・⼯場15）　　→　　北海道︓16か所（会社14、醸造所・⼯場16）
⻘森 有限会社⻑内酒造店 明ヶ烏 つがる市
⻘森 株式会社⽵浪酒造店 岩⽊正宗 つがる市 ★★ 2020年3⽉、再開
⻘森 有限会社関乃井酒造 関乃井 むつ市
⻘森 株式会社松緑酒造 六根 弘前市
⻘森 株式会社丸⽵酒造店 菊盛・⽩神ロマンの宴 弘前市 ★★
⻘森 六花酒造株式会社 じょっぱり 弘前市 ★＋
⻘森 三浦酒造株式会社 豊盃 弘前市
⻘森 株式会社カネタ⽟⽥酒造店 津軽じょんがら 弘前市 ★★
⻘森 ⽩神酒造株式会社 ⽩神 弘前市
⻘森 株式会社鳴海醸造店 菊乃井 ⿊⽯市
⻘森 株式会社中村⻲吉 ⽟垂 ⿊⽯市
⻘森 ⼋⼾酒類株式会社 五⼾⼯場 如空 三⼾郡五⼾町 ⼋鶴⼯場と五⼾⼯場は別カウント
⻘森 株式会社菊駒酒造 菊駒 三⼾郡五⼾町
⻘森 鳩正宗株式会社 鳩正宗 ⼗和⽥市
⻘森 桃川株式会社 桃川 上北郡おいらせ町 ⽩鶴の傘下
⻘森 株式会社盛⽥庄兵衛 駒泉 上北郡七⼾町 ★
⻘森 尾崎酒造株式会社 安東⽔軍 ⻄津軽郡鯵ヶ沢町
⻘森 株式会社⻄⽥酒造店 ⽥酒 ⻘森市
⻘森 ⼋⼾酒類株式会社 ⼋鶴⼯場 ⼋鶴 ⼋⼾市 ★ ⼋鶴⼯場と五⼾⼯場は別カウント
⻘森 ⼋⼾酒造株式会社 陸奥⼋仙 ⼋⼾市 ★ 蔵元は襲名→社⻑が8代⽬

⻘森︓20か所（会社19、醸造所・⼯場20）
岩⼿ 酔仙酒造株式会社 酔仙 ⼤船渡市 東北⼤震災の津波で陸前⾼⽥の蔵を全消失、⼤船渡に新蔵を建設
岩⼿ 世嬉の⼀酒造株式会社 世嬉の⼀ ⼀関市 「2022年から40年ぶりに⾃家醸造再開」（⽇経新聞21.12.04）
岩⼿ 両磐酒造株式会社 関⼭ ⼀関市
岩⼿ 磐乃井酒造株式会社 磐乃井 ⼀関市
岩⼿ 上閉伊酒造株式会社 国華の薫 遠野市 ★
岩⼿ 岩⼿銘醸株式会社（本社蔵、⽟の春⼯場）岩⼿誉、⽟の春 奥州市、⼀関市 2008年に天瓢（奥州市）のブランドを継承
岩⼿ 泉⾦酒造株式会社 ⿓泉⼋重桜 下閉伊郡岩泉町
岩⼿ 合資会社川村酒造店 ⾣与右衛⾨ 花巻市
岩⼿ 株式会社浜千⿃ 浜千⿃ 釜⽯市
岩⼿ 株式会社福来 福来 久慈市
岩⼿ 株式会社菱屋酒造店 千両男⼭ 宮古市
岩⼿ 有限会社⽉の輪酒造店 ⽉の輪 紫波郡紫波町
岩⼿ ⾼橋酒造店 堀の井 紫波郡紫波町 ⾼橋酒造店は秋⽥、⼭形、岩⼿にある　⾼橋酒造は新潟と熊本（焼酎）にある
岩⼿ 廣⽥酒造店 廣喜 紫波郡紫波町
岩⼿ 合名会社吾妻嶺酒造店 あづまみね 紫波郡紫波町
岩⼿ ⾚武酒造株式会社 ⾚武 盛岡市
岩⼿ 株式会社あさ開 あさ開 盛岡市
岩⼿ 株式会社桜顔酒造 桜顔 盛岡市
岩⼿ 菊の司酒造株式会社 菊の司 盛岡市 ★
岩⼿ 株式会社南部美⼈（本社蔵、⾺仙峡蔵） 南部美⼈ ⼆⼾市 ⾺仙峡蔵は2019年竣⼯
岩⼿ 株式会社わしの尾 鷲の尾 ⼋幡平市
岩⼿ 喜久盛酒造株式会社 喜久盛、タクシードライバー 北上市

岩⼿︓22か所（会社は22、醸造所・⼯場24）
秋⽥ 株式会社⾶良泉本舗 ⾶良泉 にかほ市 ★★★
秋⽥ 株式会社⼤納川 ⼤納川 横⼿市
秋⽥ 舞鶴酒造株式会社 ⽥从 横⼿市

清酒蔵元の総数＝1,461（当社基準による）

1/18  ‐ 210111 ed.4/tk



秋⽥ ⽇の丸醸造株式会社 まんさくの花 横⼿市 ★★
秋⽥ 浅舞酒造株式会社 天の⼾ 横⼿市
秋⽥ 阿櫻酒造株式会社 阿櫻 横⼿市
秋⽥ ⼩⽟醸造株式会社 太平⼭ 潟上市
秋⽥ 稲とアガベ株式会社 稲とアガベ 男⿅市 ed.4追記︓2021年その他の醸造酒免許で設⽴、当初は委託醸造　→　輸出⽤清酒製造免許取
秋⽥ ⼭本合名会社 ⽩瀑 ⼭本郡⼋峰町
秋⽥ 千歳盛酒造株式会社 千歳盛 ⿅⾓市
秋⽥ 株式会社那波商店 銀鱗 秋⽥市
秋⽥ 秋⽥酒造株式会社 秋⽥晴 秋⽥市
秋⽥ 秋⽥酒類製造株式会社（本社蔵・御所野蔵⾼清⽔ 秋⽥市 本社蔵と御所野蔵（秋⽥市内、本社から⾞で20分ほど）がある
秋⽥ 秋⽥醸造株式会社 ゆきの美⼈ 秋⽥市
秋⽥ 新政酒造株式会社 No.6 秋⽥市 蔵元は襲名→会⻑が7代⽬
秋⽥ 株式会社⾼橋酒造店 奥清⽔ 仙北郡美郷町 ⾼橋酒造店は秋⽥、⼭形、岩⼿にある　⾼橋酒造は新潟と熊本（焼酎）にある
秋⽥ 合名会社栗林酒造店 春霞 仙北郡美郷町
秋⽥ 株式会社北⿅ 北秋⽥ ⼤館市
秋⽥ 出⽻鶴酒造株式会社 出⽻鶴 ⼤仙市
秋⽥ 合名会社鈴⽊酒造店 秀よし ⼤仙市 ★★
秋⽥ ⼋重寿銘醸株式会社 ⼋重寿 ⼤仙市
秋⽥ 福乃友酒造株式会社 福乃友 ⼤仙市
秋⽥ 合名会社秋⽥富⼠酒造店 秋⽥富⼠ ⼤仙市
秋⽥ 秋⽥清酒株式会社 出⽻鶴 ⼤仙市
秋⽥ ⾦紋秋⽥酒造株式会社 ⼭吹 ⼤仙市
秋⽥ 有限会社奥⽥酒造店 千代緑 ⼤仙市 ★★
秋⽥ 刈穂酒造株式会社 刈穂 ⼤仙市
秋⽥ 両関酒造株式会社 両関 湯沢市
秋⽥ 秋⽥銘醸株式会社 爛漫 湯沢市
秋⽥ 秋⽥県醗酵⼯業株式会社 ⼀滴千両 湯沢市
秋⽥ 株式会社⽊村酒造 福⼩町 湯沢市 ★★
秋⽥ 福禄寿酒造株式会社 ⼀⽩⽔成 南秋⽥郡五城⽬町 ★★
秋⽥ 喜久⽔酒造合資会社 喜久⽔ 能代市 きくすいしゅぞう︓菊⽔酒造/新潟・喜久⽔酒造/⻑野・菊⽔酒造/⾼知・喜久⽔酒造/秋⽥がある
秋⽥ 天寿酒造株式会社 天寿 由利本荘市
秋⽥ 株式会社佐藤酒造店 出⽻の冨⼠ 由利本荘市
秋⽥ 秋⽥誉酒造株式会社 秋⽥誉 由利本荘市
秋⽥ 株式会社齋彌酒造店 雪の茅舎 由利本荘市

 秋⽥︓36か所（会社36、醸造所・⼯場37）　→　秋⽥︓37か所（会社37、醸造所・⼯場38）
宮城 合名会社川敬商店 ⻩⾦澤 遠⽥郡美⾥町
宮城 阿部勘酒造株式会社 阿部勘 塩竈市 ★＋　　鹽竈（しおがま）神社のお神酒をつくる
宮城 株式会社佐浦（本社蔵・⽮本蔵） 浦霞 塩竈市・東松島市 ★＋　　本社蔵と⽮本蔵（東松島市）がある
宮城 株式会社中勇酒造店 天上夢幻 加美郡加美町
宮城 株式会社⽥中酒造店 真鶴 加美郡加美町 ★　GLion傘下　「⽥中」を含む社名の蔵元は北海道・新潟・滋賀・兵庫・岡⼭・茨城・宮城・⻑野
宮城 株式会社⼭和酒造店 ⼭和 加美郡加美町
宮城 株式会社相傳商店 名取駒 岩沼市
宮城 株式会社男⼭本店 蒼天伝・伏⾒男⼭ 気仙沼市 「男⼭」を含む社名の蔵元は、北海道・宮城・⼭形・福島2社（「男⼭」を含む銘柄は、新潟・兵庫な
宮城 株式会社⾓星 ⽔⿃記 気仙沼市
宮城 蔵王酒造株式会社 蔵王 宮城県⽩⽯市
宮城 千⽥酒造株式会社 栗駒⼭ 栗原市
宮城 萩野酒造株式会社 萩の鶴 栗原市
宮城 ⾦の井酒造株式会社 綿屋 栗原市
宮城 はさまや酒造店 桂泉 栗原市 ★
宮城 ⾨伝醸造 太閤 栗原市
宮城 ⼤和蔵酒造株式会社 雪の松島 ⿊川郡⼤和町
宮城 有限会社⼤沼酒造店 乾坤⼀ 柴⽥郡村⽥町 ★＋
宮城 墨廼江酒造株式会社 墨廼江 ⽯巻市
宮城 株式会社平孝酒造 ⽇⾼⾒ ⽯巻市
宮城 森⺠酒造本家 森乃菊川 仙台市
宮城 仙台伊澤家 勝⼭酒造株式会社 勝⼭ 仙台市 ★★
宮城 千松島 千松島 仙台市 ★★
宮城 株式会社新澤醸造店 伯楽星 ⼤崎市
宮城 森⺠酒造店 森泉 ⼤崎市
宮城 株式会社⽥中酒造店　⼤崎蔵 ⾒⿓ ⼤崎市 元の宮城ふるさと酒造　「⽥中」を含む社名の蔵元は北海道・新潟・滋賀・兵庫・岡⼭・茨城・宮城・
宮城 橋平酒造店・佐々⽊⼀郎 ⽟乃緒 ⼤崎市 ★
宮城 株式会社浅勘酒造店 酔舞 ⼤崎市 塚本鑛吉商店
宮城 合名会社寒梅酒造 宮寒梅 ⼤崎市
宮城 株式会社⼀ノ蔵（本社蔵・⾦⿓蔵） ⼀ノ蔵 ⼤崎市・栗原市 本社蔵と⾦⿓蔵（栗原市）がある
宮城 ⽯越醸造株式会社 澤の泉 登⽶市
宮城 合資会社内ヶ崎酒造店 鳳陽 富⾕市 ★★
宮城 有限会社佐々⽊酒造店 宝船浪の⾳（ほうせんなみの名取市 東北⼤震災の津波で閖上（ゆりあげ）の蔵を消失、2019年にほぼ元の場所に新蔵を建設

宮城︓32か所（会社31、醸造所・⼯場34）
⼭形 千代寿⻁屋株式会社 千代寿 寒河江市 寿⻁屋と千代寿⻁屋は本家・分家
⼭形 古澤酒造株式会社 澤正宗 寒河江市
⼭形 ⽉⼭酒造株式会社 銀嶺⽉⼭ 寒河江市 1972年に設楽酒造店/鈴⽊酒造/⼋幡屋酒造店（その後廃業）の3社で設⽴　「⽉⼭」ブランドは
⼭形 株式会社⼩屋酒造 花⽻陽 最上郡⼤蔵村 ★★★
⼭形 佐藤酒造店 此君（このきみ） 最上郡最上町 ★＋　　ブランド名「此君」は⼭形（このきみ）と⿃取（しくん）にある
⼭形 男⼭酒造株式会社 ⽻陽男⼭ ⼭形市 ★　　「男⼭」を含む社名の蔵元は、北海道・宮城・⼭形・福島2社（「男⼭」を含む銘柄は、新潟・兵
⼭形 有限会社秀鳳酒造場 秀鳳 ⼭形市
⼭形 寿⻁屋酒造株式会社 霞城寿 ⼭形市 ★＋　　寿⻁屋と千代寿⻁屋は本家・分家
⼭形 東北銘醸株式会社 初孫 酒⽥市
⼭形 楯の川酒造株式会社 楯野川 酒⽥市
⼭形 松⼭酒造株式会社 松嶺の富⼠ 酒⽥市
⼭形 麓井酒造株式会社 麓井 酒⽥市
⼭形 菊勇株式会社 三⼗六⼈衆 酒⽥市
⼭形 株式会社オードヴィ庄内 清泉川 酒⽥市
⼭形 酒⽥酒造株式会社 上喜元 酒⽥市
⼭形 和⽥酒造合資会社 あら⽟ ⻄村⼭郡河北町 ★
⼭形 朝⽇川酒造株式会社 朝⽇川 ⻄村⼭郡河北町
⼭形 株式会社設楽酒造店 ⼀声 ⻄村⼭郡⻄川町
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⼭形 ⽉⼭酒造（株）豊⿓蔵 豊⿓ ⻄村⼭郡朝⽇町 ⽉⼭酒造が2018年9⽉に元の鈴⽊酒造（資）を合併
⼭形 株式会社野澤酒造店 ⽻前桜川 ⻄置賜郡⼩国町 ★＋
⼭形 加茂川酒造株式会社 ⽇の出加茂川 ⻄置賜郡⽩鷹町 ★＋
⼭形 若乃井酒造株式会社 若乃井 ⻄置賜郡飯豊町
⼭形 ⾼⽊酒造株式会社 ⼗四代 村⼭市 ★★
⼭形 寺嶋酒造本舗・寺島嘉重 朝瀧 ⻑井市
⼭形 ⻑沼合名会社 惣⾢ ⻑井市
⼭形 株式会社鈴⽊酒造店⻑井蔵 磐城壽 ⻑井市
⼭形 ⽵の露合資会社 ⽩露垂珠 鶴岡市
⼭形 株式会社渡會本店 出⽻ノ雪 鶴岡市 ★★
⼭形 冨⼠酒造株式会社 栄光冨⼠ 鶴岡市 ★
⼭形 ⽻根⽥酒造株式会社 ⽻前⽩梅 鶴岡市 ★★★
⼭形 ⻲の井酒造（株） くどき上⼿ 鶴岡市
⼭形 加藤嘉⼋郎酒造株式会社 ⼤⼭ 鶴岡市
⼭形 奥⽻⾃慢株式会社 奥⽻⾃慢 鶴岡市
⼭形 出⽻桜酒造株式会社 出⽻桜 天童市
⼭形 株式会社⽔⼾部酒造 ⼭形正宗 天童市
⼭形 株式会社六歌仙 六歌仙 東根市
⼭形 ⽶鶴酒造株式会社 ⽶鶴 東置賜郡⾼畠町 ★＋
⼭形 錦爛酒造株式会社 ⽻陽錦爛 東置賜郡⾼畠町 ★　　後藤康太郎酒造店が錦爛酒造（株）へ
⼭形 合資会社後藤酒造店 辯天 東置賜郡⾼畠町 ★
⼭形 株式会社中沖酒造店 ⽻陽⼀献 東置賜郡川⻄町
⼭形 樽平酒造株式会社 樽平 東置賜郡川⻄町 ★★
⼭形 嵐⼭酒造株式会社 花娘 東置賜郡川⻄町 ★＋
⼭形 鯉川酒造株式会社 鯉川 東⽥川郡庄内町 ★＋
⼭形 合名会社佐藤佐治右衛⾨ やまと桜 東⽥川郡庄内町
⼭形 東の麓酒造有限会社 東の麓 南陽市
⼭形 浜⽥株式会社 沖正宗 ⽶沢市
⼭形 ⾹坂酒造株式会社 ⾹梅 ⽶沢市
⼭形 有限会社新藤酒造店 九郎左衛⾨ ⽶沢市
⼭形 株式会社⼩嶋総本店 東光 ⽶沢市 ★★★
⼭形 酒造資料館 東光の酒蔵 東光 ⽶沢市 ⼩嶋総本店が運営
⼭形 合資会社⾼橋酒造店 東北泉 飽海郡遊佐町 ⾼橋酒造店は秋⽥、⼭形、岩⼿にある　⾼橋酒造は新潟と熊本（焼酎）にある
⼭形 合資会社杉勇蕨岡酒造場 杉勇 飽海郡遊佐町

⼭形︓52か所（会社51、醸造所・⼯場52）
福島 ⼭宗酒造株式会社 天宅 いわき市
福島 太平桜酒造合資会社 太平櫻 いわき市 ★＋
福島 鷺酒造店 清福 いわき市
福島 合名会社四家酒造店 ⼜兵衛 いわき市
福島 株式会社鈴⽊酒造店 磐城寿 双葉郡浪江町
福島 合資会社廣⽊酒造本店 ⾶露喜 河沼郡会津坂下町 ★
福島 豊国酒造合資会社 会津豊國・豊久仁 河沼郡会津坂下町 注︓会津坂下の豊国酒造（資）と古殿町の豊國酒造（資）は別会社
福島 曙酒造合資会社 天明 河沼郡会津坂下町
福島 合資会社男⼭酒造店 会津男⼭ 会津美⾥町 「男⼭」を含む社名の蔵元は、北海道・宮城・⼭形・福島2社（「男⼭」を含む銘柄は、新潟・兵庫な
福島 花春酒造株式会社 花春 会津若松市 ★＋
福島 鶴乃江酒造株式会社 鶴乃江 会津若松市 ★　　蔵元は襲名→社⻑が7代⽬
福島 合資会社⾠泉酒造 ⾠泉 会津若松市
福島 名倉⼭酒造株式会社 名倉⼭ 会津若松市
福島 ⼭⼝合名会社 会州⼀ 会津若松市 ★★
福島 宮泉銘醸株式会社 写楽 会津若松市
福島 ⾼橋庄作酒造店 会津娘 会津若松市
福島 ⽯橋酒造場 薫鷹 会津若松市
福島 末廣酒造株式会社 末廣・⻤羅 会津若松市 蔵元は襲名→社⻑が7代⽬
福島 松崎酒造株式会社 廣⼾川 岩瀬郡天栄村
福島 株式会社寿々乃井酒造店 ⿊松寿⼭ 岩瀬郡天栄村
福島 夢⼼酒造株式会社 奈良萬 喜多⽅市
福島 合資会社⼤和川酒造店 弥右ヱ⾨ 喜多⽅市 ★
福島 合資会社吉の川酒造店 会津吉の川 喜多⽅市
福島 有限会社峰の雪酒造場 峰の雪 喜多⽅市
福島 ほまれ酒造株式会社 会津ほまれ 喜多⽅市
福島 ⼩原酒造株式会社 蔵粋 喜多⽅市 ★＋
福島 合資会社喜多の華酒造場 星⾃慢 喜多⽅市
福島 笹正宗酒造株式会社 笹正宗 喜多⽅市
福島 有限会社仁井⽥本家 穏 郡⼭市 ★＋
福島 たに川酒造株式会社 さかみずき 郡⼭市
福島 若関酒造株式会社 若関 郡⼭市
福島 有限会社渡辺酒造本店 雪⼩町 郡⼭市
福島 笹の川酒造株式会社 笹の川 郡⼭市 ★　　蔵元は襲名→社⻑が5代⽬　ウイスキーも製造
福島 有限会社佐藤酒造店 藤乃井 郡⼭市 ★＋　　佐藤酒造（三春駒）と佐藤酒造店（藤乃井）がある
福島 栄川酒造合資会社 会津榮川（さかえがわ） ⻄会津町 榮川（えいせん）酒造と栄川（さかえがわ）酒造は榮・栄の字が違う
福島 ⽩河銘醸株式会社 ⾕乃越 ⻄⽩河郡⻄郷村
福島 合名会社⼤⽊代吉本店 楽器正宗 ⻄⽩河郡⽮吹町
福島 豊國酒造合資会社 東豊國 ⽯川郡古殿町 注︓会津坂下の豊国酒造（資）と古殿町の豊國酒造（資）は別会社
福島 若清⽔酒造株式会社 若清⽔ ⽯川郡平⽥村 ★
福島 合資会社⽩井酒造店 万代芳 ⼤沼郡会津美⾥町 ★
福島 佐藤酒造株式会社 三春駒 ⽥村郡三春町 佐藤酒造（三春駒）と佐藤酒造店（藤乃井）がある
福島 有限会社⽞葉本店 あぶくま ⽥村市
福島 株式会社藤⽥屋本店 福賑榮 東⽩川郡棚倉町
福島 株式会社⽮澤酒造店 南郷 東⽩川郡⽮祭町
福島 合同会社ねっか（ねっか蒸留所） ねっか 南会津郡只⾒町 ⽶焼酎を⽬的に2016年設⽴　⽇本初の輸出⽤清酒製造免許（2021年5⽉）
福島 花泉酒造合名会社 花泉 南会津郡南会津町
福島 開当男⼭酒造 開当男⼭ 南会津郡南会津町 ★＋　　「男⼭」を含む社名の蔵元は、北海道・宮城・⼭形・福島2社（「男⼭」を含む銘柄は、新潟
福島 会津酒造株式会社 会津 南会津郡南会津町 ★★
福島 國権酒造株式会社 國権 南会津郡南会津町
福島 ⼈気酒造株式会社 ⼈気⼀ ⼆本松市
福島 株式会社檜物屋酒造店 千功成 ⼆本松市
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福島 東⽇本酒造協業組合 奥の松 ⼆本松市
福島 奥の松酒造株式会社 奥の松 ⼆本松市 ★＋
福島 ⼤七酒造株式会社 ⼤七 ⼆本松市 ★
福島 ⼤⾕忠吉本店 ⽩陽 ⽩河市
福島 有賀醸造合資会社 有の川 ⽩河市 ★
福島 千駒酒造株式会社 千駒 ⽩河市
福島 有限会社⾦⽔晶酒造店 ⾦⽔晶 福島市
福島 ⼤天狗酒造株式会社 ⼤天狗 本宮市
福島 合資会社会津錦 会津錦 耶⿇郡⾼郷村
福島 合資会社稲川酒造店 会津美⼈ 耶⿇郡猪苗代町
福島 磐梯酒造株式会社 磐梯⼭ 耶⿇郡磐梯町
福島 榮川酒造株式会社・磐梯蔵 榮川（えいせん） 耶⿇郡磐梯町 リオンドールとヨシムラ　榮川（えいせん）酒造と栄川（さかえがわ）酒造は榮・栄の字が違う

福島︓63か所（会社63、醸造所・⼯場63）
福島 株式会社上⽥本家（避難中） 双葉郡浪江町 東北⼤震災・福島原発の影響︓この3社は本リストではカウントしていない
福島 株式会社⾺場酒造本店（避難中） 双葉郡浪江町 東北⼤震災・福島原発の影響︓この3社は本リストではカウントしていない
福島 株式会社冨沢酒造店（避難中） いわき市 ★＋　　東北⼤震災・福島原発の影響︓この3社は本リストではカウントしていない
新潟 ⽩⿓酒造株式会社 ⽩⿓ 阿賀野市 ・　⽩⿓ブランド︓新潟と福井にある
新潟 越後桜酒造株式会社 越後桜 阿賀野市 ⼩⼭本家G
新潟 越つかの酒造 越乃あじわい 阿賀野市 ★　　・
新潟 雪椿酒造株式会社 越乃雪椿 加茂市 ⼩⼭本家G
新潟 株式会社マスカガミ 萬寿鏡 加茂市
新潟 ⽟川酒造株式会社 ⿂沼⽟⾵味 ⿂沼市 ★★
新潟 緑川酒造株式会社 緑川 ⿂沼市
新潟 近藤酒造株式会社 越乃⿅六 五泉市 近藤酒造は新潟、群⾺、愛媛にある
新潟 ⾦鵄盃酒造株式会社 越後杜⽒ 五泉市
新潟 天領盃酒造株式会社 天領盃 佐渡市　＞佐渡島 ・
新潟 逸⾒酒造株式会社 真稜 佐渡市　＞佐渡島
新潟 株式会社北雪酒造 北雪 佐渡市　＞佐渡島
新潟 尾畑酒造株式会社 真野鶴 佐渡市　＞佐渡島
新潟 有限会社加藤酒造店 ⾦鶴 佐渡市　＞佐渡島
新潟 福顔酒造株式会社 越後五⼗嵐川 三条市
新潟 ⽥原酒造株式会社 雪鶴 ⽷⿂川市
新潟 合名会社渡辺酒造店 根知男⼭ ⽷⿂川市
新潟 加賀の井酒造株式会社 加賀の井 ⽷⿂川市 ★★　2016年⽷⿂川⼤⽕で全焼したが新蔵を再建　JFLAグループ
新潟 猪⼜酒造株式会社 ⽉不⾒の池 ⽷⿂川市
新潟 池⽥屋酒造株式会社 謙信 ⽷⿂川市
新潟 株式会社松乃井酒造場 松乃井 ⼗⽇町市
新潟 ⿂沼酒造株式会社 天神囃⼦ ⼗⽇町市
新潟 新潟銘醸株式会社 越の寒中梅 ⼩千⾕市
新潟 ⾼の井酒造株式会社 越の初梅 ⼩千⾕市
新潟 新潟第⼀酒造株式会社 越の⽩⿃ 上越市
新潟 合資会社⽵⽥酒造店 かたふね 上越市
新潟 ⽥中酒造株式会社 能鷹 上越市 ★★　　「⽥中」を含む社名の蔵元は北海道・新潟・滋賀・兵庫・岡⼭・茨城・宮城・⻑野
新潟 株式会社武蔵野酒造 スキー正宗 上越市 ⼤島グループ
新潟 妙⾼酒造株式会社 妙⾼⼭ 上越市 オーイズミダイニング
新潟 代々菊醸造株式会社 吟⽥川 上越市 ★
新潟 株式会社よしかわ杜⽒の郷 よしかわ杜⽒ 上越市
新潟 株式会社丸⼭酒造場 雪中梅 上越市 蔵元は襲名→社⻑が7代⽬
新潟 合資会社⼩⼭酒造店 越後⾃慢 上越市
新潟 上越酒造株式会社 越後美⼈ 上越市 ⽇本トーター傘下　醸造を休⽌していたが2021年再開
新潟 加藤酒造株式会社 清正 上越市 ⽥中商事
新潟 頚城酒造株式会社 久⽐岐 上越市 MICSグループ
新潟 宝⼭酒造株式会社 宝⼭ 新潟市 ブランド名「宝⼭」は清酒で新潟（たからやま）と焼酎で⿅児島（ほうざん）がある
新潟 ⾼野酒造株式会社 越路吹雪 新潟市
新潟 株式会社DHC酒造 嘉⼭ 新潟市 DHC　元の⼩⿊酒造、2016年からDHC酒造に社名変更
新潟 村祐酒造株式会社 村祐 新潟市
新潟 樋⽊酒造株式会社 鶴の友 新潟市
新潟 峰乃⽩梅酒造株式会社 峰乃⽩梅 新潟市 株式会社佐々⽊
新潟 株式会社越後酒造場 ⽢⾬ 新潟市 ⼤関
新潟 株式会社越後鶴⻲ 越後鶴⻲ 新潟市 株式会社佐々⽊
新潟 今代司酒造株式会社 今代司 新潟市 ★　　和僑商店
新潟 株式会社越後伝衛⾨ 伝衛⾨ 新潟市 ・
新潟 朝妻酒造株式会社 雪乃幻 新潟市 濱⽥酒造
新潟 ⽯本酒造株式会社 越乃寒梅 新潟市
新潟 笹祝酒造株式会社 笹祝 新潟市
新潟 塩川酒造株式会社 越の関 新潟市
新潟 加茂錦酒造株式会社 加茂錦 新潟市 ⽥中商事　本社は加茂市
新潟 LAGOON BREWERY 合同会社 （22年1⽉現在、未発売） 新潟市 ed.4追記︓輸出⽤清酒製造免許（2021年11⽉）、その他の醸造酒免許も同時取得
新潟 ふじの井酒造株式会社 ふじの井 新発⽥市
新潟 市島酒造株式会社 王紋 新発⽥市 ★　　・
新潟 ⾦升酒造株式会社 ⾦升 新発⽥市 ・
新潟 菊⽔酒造株式会社 菊⽔ 新発⽥市 きくすいしゅぞう︓菊⽔酒造/新潟・喜久⽔酒造/⻑野・菊⽔酒造/⾼知・喜久⽔酒造/秋⽥がある
新潟 弥彦酒造株式会社 こしのはくせつ ⻄蒲原郡弥彦村 新潟運輸　　弥彦神社のお神酒をつくる
新潟 宮尾酒造株式会社 〆張鶴 村上市
新潟 ⼤洋酒造株式会社 ⼤洋盛 村上市
新潟 苗場酒造合名会社 苗場⼭ 中⿂沼郡津南町 ひまわりグループ
新潟 津南醸造株式会社 霧の塔 中⿂沼郡津南町 FARM8
新潟 中川酒造株式会社 越乃⽩雁 ⻑岡市 「中川酒造」は新潟と⿃取にある
新潟 栃倉酒造株式会社 ⽶百俵 ⻑岡市
新潟 ⻑⾕川酒造株式会社 越後雪紅梅 ⻑岡市
新潟 柏露酒造株式会社 越乃柏露 ⻑岡市 ★　　濱⽥酒造
新潟 ⾼橋酒造株式会社 ⻑陵 ⻑岡市 ⿇原酒造の傘下　⾼橋酒造は新潟のほか熊本（焼酎）にある　⾼橋酒造店は秋⽥、⼭形、岩⼿に
新潟 諸橋酒造株式会社 越乃景⻁ ⻑岡市
新潟 吉乃川株式会社 極上吉乃川 ⻑岡市 ★★★
新潟 恩⽥酒造株式会社 舞鶴 ⻑岡市
新潟 お福酒造株式会社 お福正宗 ⻑岡市
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新潟 朝⽇酒造株式会社 久保⽥ ⻑岡市 あさひしゅぞう︓朝⽇酒造/新潟・旭酒造/⼭⼝・旭⽇酒造/島根・朝⽇酒造/福井のほか、⿊糖焼
新潟 池浦酒造株式会社 和楽互尊 ⻑岡市
新潟 越銘醸株式会社 越の鶴 ⻑岡市
新潟 関原酒造株式会社 群⻲ ⻑岡市 神⼾物産
新潟 住乃井酒造株式会社 住の井 ⻑岡市 サンフーズ
新潟 河忠酒造株式会社 想天坊 ⻑岡市 ★
新潟 久須美酒造株式会社 ⻲の翁 ⻑岡市
新潟 下越酒造株式会社 蒲原・麒麟 東蒲原郡阿賀町
新潟 麒麟⼭酒造株式会社 麒麟⼭ 東蒲原郡阿賀町
新潟 ⽩瀧酒造株式会社 上善如⽔ 南⿂沼郡湯沢町
新潟 ⼋海醸造株式会社（浩和蔵と第⼆浩和蔵）⼋海⼭ 南⿂沼市 「浩和蔵」と「第⼆浩和蔵」（⿂沼の⾥）　⿂沼の⾥には焼酎蔵やビール醸造所も
新潟 ⾼千代酒造株式会社 髙千代 南⿂沼市
新潟 ⻘⽊酒造株式会社 鶴齢・雪男 南⿂沼市 ★＋
新潟 林酒造場 杉の露 柏崎市
新潟 原酒造株式会社 越の誉 柏崎市
新潟 阿部酒造株式会社 越の男⼭ 柏崎市
新潟 ⽯塚酒造株式会社 姫の井 柏崎市
新潟 千代の光酒造株式会社 千代の光 妙⾼市
新潟 鮎正宗酒造株式会社 鮎正宗 妙⾼市
新潟 君の井酒造株式会社 君の井 妙⾼市

 新潟、89か所（会社89，醸造所・⼯場90）　→　新潟、90か所（会社90，醸造所・⼯場91）
⻑野 EH酒造株式会社 酔園 安曇野市 酔園から2003年にEH酒造に
⻑野 合資会社宮島酒店 信濃錦 伊那市
⻑野 ⼤國酒造株式会社 ⼤國 伊那市
⻑野 春⽇酒造株式会社 井の頭 伊那市 元の漆⼾醸造　丸善⾷品⼯業
⻑野 株式会社仙醸 ⿊松仙醸 伊那市 　
⻑野 美寿々酒造株式会社 美寿々 塩尻市
⻑野 合資会社丸永酒造場 ⾼波 塩尻市
⻑野 笑⻲酒造株式会社 笑⻲ 塩尻市
⻑野 杉の森酒造株式会社　(suginomori brewnarai（ナライ） 塩尻市 ed.3.3 追記︓2012年に休業した蔵を、京都のKirakuが2021年復興・再開　奈良井宿の中
⻑野 株式会社豊島屋 神渡 岡⾕市
⻑野 ⾼天酒造株式会社 ⾼天 岡⾕市
⻑野 株式会社⽟村本店 縁喜 下⾼井郡⼭ノ内町
⻑野 ⼾⽥酒造株式会社 ダイヤ菊 茅野市 ★＋　　元の諏訪⼤津屋本家酒造株式会社（2020年社名変更）
⻑野 酒造株式会社⻑⽣社 信濃鶴 駒ヶ根市
⻑野 ⼾塚酒造株式会社 寒⽵ 佐久市 ★★
⻑野 伴野酒造株式会社 澤の花 佐久市
⻑野 芙蓉酒造協同組合 奥千曲 佐久市 芙蓉酒造株式会社と浅間酒造有限会社
⻑野 千曲錦酒造株式会社 千曲錦 佐久市 ★★　　株式会社本久の傘下
⻑野 武重本家酒造株式会社 牧⽔ 佐久市
⻑野 株式会社⼟屋酒造店 ⻲の海 佐久市
⻑野 株式会社古屋酒造店 深⼭桜 佐久市
⻑野 ⼤澤酒造株式会社 明鏡⽌⽔ 佐久市 ★★
⻑野 橘倉酒造株式会社 菊秀 佐久市 ★★
⻑野 ⽊内醸造株式会社 初鶯 佐久市
⻑野 佐久の花酒造株式会社 佐久の花 佐久市
⻑野 ⼤塚酒造株式会社 浅間嶽 ⼩諸市
⻑野 善哉酒造株式会社 ⼥⿃⽻の泉 松本市
⻑野 合名会社奥沢商会 深志鶴 松本市
⻑野 岩波酒造合資会社 岩波 松本市
⻑野 株式会社⻲⽥屋酒造店 ⻲の世 松本市 昭和コンクリート⼯業グループ
⻑野 ⼤信州酒造株式会社 ⼤信州 松本市
⻑野 笹井酒造株式会社 笹の誉 松本市
⻑野 株式会社⼩野酒造店 夜明け前 上伊那郡⾠野町
⻑野 ⽶澤酒造株式会社 今錦 上伊那郡中川村 伊那⾷品⼯業
⻑野 株式会社桝⼀市村酒造場 鴻⼭ 上⾼井郡⼩布施町 ★
⻑野 株式会社松葉屋本店 北信流 上⾼井郡⼩布施町
⻑野 ⾼沢酒造株式会社 豐賀 上⾼井郡⼩布施町
⻑野 ⼩布施ワイナリー（株） ソッガ 上⾼井郡⼩布施町 ⼩布施酒造株式会社→⼩布施ワイナリー株式会社
⻑野 株式会社⼭岸酒店 岸乃松 上伊那郡箕輪町
⻑野 株式会社⾼橋助作酒造店 松尾 上⽔内郡信濃町
⻑野 ⼭三酒造株式会社 真⽥六⽂銭 上⽥市
⻑野 若林醸造株式会社 ⽉吉野 上⽥市
⻑野 和⽥⿓酒造株式会社 登⽔ 上⽥市
⻑野 岡崎酒造株式会社 ⻲齢 上⽥市 ★★
⻑野 信州銘醸株式会社 瀧澤 上⽥市
⻑野 沓掛酒造株式会社 福無量 上⽥市 ★★
⻑野 三井酒造合資会社 真⽥城 上⽥市
⻑野 磐栄運送株式会社 諏訪御湖鶴酒造場 御湖鶴 諏訪郡下諏訪町 元の菱友醸造、2018年に磐栄運送
⻑野 麗⼈酒造株式会社 麗⼈ 諏訪市 ★　　株式会社本久の傘下
⻑野 株式会社舞姫 翠露、信州舞姫 諏訪市
⻑野 伊東酒造株式会社 横笛 諏訪市 「伊東酒造」は⻑野に、「伊藤酒造」は三重と福井に、「伊藤酒造場」は⻑崎にある
⻑野 酒ぬのや本⾦酒造株式会社 本⾦ 諏訪市 ★
⻑野 宮坂醸造株式会社（諏訪蔵、真澄富⼠⾒蔵真澄 諏訪市、諏訪郡富⼠⾒町 ★★　　諏訪蔵、真澄富⼠⾒蔵がある
⻑野 株式会社遠藤酒造場 渓流 須坂市
⻑野 株式会社松葉屋本店 臥⿓⼭ 須坂市 ★
⻑野 ⻑野銘醸株式会社 姨捨正宗 千曲市 ★★
⻑野 天法酒造株式会社 天法 千曲市 元の⽉の井酒造
⻑野 北安醸造株式会社 北安⼤國 ⼤町市
⻑野 株式会社市野屋 ほしいち・⾦蘭⿊部 ⼤町市 「かぶちゃん信州酒造」から、再度、「市野屋」に戻る
⻑野 株式会社薄井商店 ⽩⾺錦 ⼤町市
⻑野 天領誉酒造株式会社 褒紋天領誉 中野市
⻑野 株式会社丸世酒造店 勢正宗 中野市
⻑野 株式会社井賀屋酒造場 岩清⽔ 中野市
⻑野 志賀泉酒造株式会社 志賀泉 中野市
⻑野 株式会社東飯⽥酒造店 本⽼の松 ⻑野市
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⻑野 株式会社⻄飯⽥酒造店 信濃光 ⻑野市
⻑野 株式会社よしのや ⻄之⾨ ⻑野市 ★★
⻑野 松代宮坂酒造店株式会社 海津桜 ⻑野市
⻑野 株式会社尾澤酒造場 美寿々錦 ⻑野市
⻑野 雲⼭銘醸株式会社 雲⼭ ⻑野市
⻑野 株式会社今井酒造店 若緑 ⻑野市 ★★
⻑野 株式会社酒千蔵野 桂正宗 ⻑野市 ★★★
⻑野 ⼭清酒造株式会社 ⼭清 東筑摩郡筑北村 ★★
⻑野 ⿊澤酒造株式会社 井筒⻑ 南佐久郡佐久穂町
⻑野 株式会社⽥中屋酒造店 ⽔尾 飯⼭市 「⽥中」を含む社名の蔵元は北海道・新潟・滋賀・兵庫・岡⼭・茨城・宮城・⻑野
⻑野 株式会社⾓⼝酒造店 北光正宗 飯⼭市
⻑野 喜久⽔酒造株式会社 喜久⽔・猿庫の泉 飯⽥市 きくすいしゅぞう︓菊⽔酒造/新潟・喜久⽔酒造/⻑野・菊⽔酒造/⾼知・喜久⽔酒造/秋⽥がある
⻑野 福源酒造株式会社 安曇野 北安曇郡池⽥町 ★
⻑野 ⼤雪渓酒造株式会社 ⼤雪渓 北安曇郡池⽥町
⻑野 ⻄尾酒造株式会社 ⽊曽の桟 ⽊曽郡⼤桑村 ★★
⻑野 七笑酒造株式会社 ⽊曽錦 ⽊曽郡⽊曽町
⻑野 株式会社中善酒造店 中乗さん ⽊曽郡⽊曽町
⻑野 株式会社湯川酒造店 ⽊曽路 ⽊曽郡⽊祖村 ★★

 ⻑野、82か所（会社82，醸造所・⼯場83）　→　⻑野、83か所（会社83，醸造所・⼯場84）
茨城 森島酒造株式会社 ⼤観 ⽇⽴市
茨城 嶋崎酒造株式会社 恵泉 ⽇⽴市 ★＋
茨城 合資会社椎名酒造店 富久⼼ ⽇⽴市
茨城 菊乃⾹酒造株式会社 ⼆⼈舞台 ⽇⽴市 以前の宏和商⼯ ⽇⽴酒造⼯場
茨城 ⽊内酒造合資会社 菊盛 那珂市 クラフトビール・ウイスキーも製造
茨城 株式会社⽉の井酒造店 ⽉の井 東茨城郡⼤洗町
茨城 愛友酒造株式会社 愛友 潮来市
茨城 来福酒造株式会社 来福 筑⻄市 ★＋
茨城 合資会社廣瀬商店 ⽩菊 ⽯岡市
茨城 藤⽥酒造店 冨⼠泉 ⽯岡市 ★★★
茨城 府中誉株式会社 太平海 ⽯岡市
茨城 ⽯岡酒造株式会社 ⽩⿅ ⽯岡市 「⽩⿅」ブランドは、灘（兵庫）と茨城にある
茨城 吉久保酒造株式会社 ⼀品 ⽔⼾市 ★
茨城 明利酒類株式会社 副将軍 ⽔⼾市 ジンも製造
茨城 合資会社瀧⽥酒造店 三ツ扇 ⽔⼾市
茨城 根本酒造株式会社 久慈の⼭ 常陸⼤宮市 ★★
茨城 檜⼭酒造株式会社 千姫 常陸太⽥市
茨城 岡部合名会社 松盛 常陸太⽥市
茨城 合資会社井坂酒造店 ⽇乃出鶴 常陸太⽥市
茨城 合資会社剛烈富永酒造店 剛烈 常陸太⽥市
茨城 野村醸造株式会社 紬美⼈ 常総市
茨城 株式会社⽵村酒造店 京の夢 常総市
茨城 株式会社⼭中酒造店 ⼀⼈娘 常総市
茨城 株式会社⽥中酒造店 君萬代 取⼿市 ★★　　「⽥中」を含む社名の蔵元は北海道・新潟・滋賀・兵庫・岡⼭・茨城・宮城・⻑野
茨城 ⾦⾨酒造株式会社 ⾦⾨ 取⼿市
茨城 株式会社⻄岡本店 花の井 桜川市 ★
茨城 有限会社堀川酒造店 桜川 桜川市
茨城 村井醸造株式会社 公明 桜川市 ★★
茨城 ⻘⽊酒造株式会社 御慶事 古河市
茨城 結城酒造株式会社 つむぎ娘 結城市
茨城 株式会社武勇 武勇 結城市
茨城 株式会社家久⻑本店 家久⻑ 久慈郡⼤⼦町
茨城 珂北酒造有限会社 旭桜 久慈郡⼤⼦町
茨城 磯蔵酒造有限会社 稲⾥ 笠間市
茨城 須藤本家株式会社 郷乃誉 笠間市 ★★★　　須藤本家は茨⽊と千葉にある
茨城 株式会社笹⽬宗兵衛商店 ⼆波⼭ 松緑 笠間市
茨城 萩原酒造株式会社 徳正宗 猿島郡境町
茨城 株式会社岡⽥酒造店 福の花 ⻯ヶ崎市
茨城 合資会社浦⾥酒造店 霧筑波 つくば市
茨城 稲葉酒造 男⼥川 つくば市
茨城 伊能酒造店 幾久⼀ ⼩美⽟市 ed.3.3 追記︓廃業と判明

 茨城︓41か所（会社41、醸造所・⼯場41） →　茨城︓40か所（会社40、醸造所・⼯場40）
千葉 ⽊⼾泉酒造株式会社 ⽊⼾泉 いすみ市
千葉 流⼭キッコーマン（株） 北斎 流⼭市 料理⽤清酒「北斎」を⽣産
千葉 岩瀬酒造株式会社 岩の井 夷隅郡御宿町 ★＋
千葉 豊乃鶴酒造株式会社 ⼤多喜城 夷隅郡⼤多喜町 ★
千葉 株式会社飯沼本家 甲⼦ 印旛郡酒々井町 ★★
千葉 秀楽酒造合資会社 秀楽 鴨川市
千葉 ⻲⽥酒造株式会社 寿萬⻲ 鴨川市 ★
千葉 藤平酒造合資会社 福祝 君津市 ★＋
千葉 株式会社須藤本家 天乃原 君津市 須藤本家は茨⽊と千葉にある
千葉 吉崎酒造株式会社 吉壽 君津市 ★★
千葉 株式会社宮崎酒造 蜃気楼 君津市
千葉 株式会社森酒造店 ⾶鶴 君津市
千葉 株式会社寺⽥本家 ⾹取 ⾹取郡神崎町 ★★
千葉 東薫酒造株式会社 東薫 ⾹取市
千葉 株式会社⾺場本店酒造 雪⼭ ⾹取市
千葉 株式会社飯⽥本家 ⼤姫 ⾹取市
千葉 株式会社旭鶴 旭鶴 佐倉市
千葉 ⻘柳酒造株式会社 ⾦紋 篠緑 ⼭武郡横芝光町
千葉 花の友株式会社 花の友 ⼭武市
千葉 東條酒造株式会社 東姫 ⼭武市
千葉 守屋酒造株式会社 浪花盛 ⼭武市
千葉 梅⼀輪酒造株式会社 梅⼀輪 ⼭武市
千葉 合資会社寒菊銘醸 寒菊 ⼭武市
千葉 吉野酒造株式会社 腰古井 勝浦市
千葉 東灘醸造株式会社 鳴海 勝浦市
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千葉 合同酒精株式会社 東京⼯場 富貴 松⼾市 オエノン　
千葉 宝酒造株式会社　松⼾⼯場 松⽵梅 松⼾市 宝酒造の充填⼯場
千葉 鍋店株式会社 仁勇 成⽥市 ★★
千葉 株式会社滝沢本店 ⻑命泉 成⽥市
千葉 株式会社宮崎本家 富⼠乃友 匝瑳郡野栄町
千葉 ⽯上酒造株式会社 銚⼦の誉 銚⼦市
千葉 飯⽥酒造場 徳明 銚⼦市 ed.3.3 追記︓廃業と判明
千葉 ⼩林酒造場 祥兆 銚⼦市 「⼩林酒造場」は千葉、「⼩林酒造」は北海道と栃⽊、「⼩林酒造本店」は福岡にある（埼⽟の⼩林
千葉 稲花酒造有限会社 稲花正宗 ⻑⽣郡⼀宮町
千葉 和蔵酒造株式会社 ⽵岡蔵 聖泉 富津市 別にある貞元蔵は焼酎専⾨（⽵岡蔵が清酒）
千葉 ⼩泉酒造合資会社 東魁 富津市 ★
千葉 窪⽥酒造株式会社 勝⿅ 野⽥市

 千葉、37か所（会社37，醸造所・⼯場37）　→　千葉、36か所（会社36，醸造所・⼯場36）
埼⽟ 鈴⽊酒造株式会社 ⼤⼿⾨ さいたま市
埼⽟ ⼤瀧酒造株式会社 九重桜 さいたま市
埼⽟ 内⽊酒造株式会社 旭正宗 さいたま市 ★
埼⽟ 株式会社⼩⼭本家酒造 世界鷹 さいたま市 ⼩⼭本家は、埼⽟、京都、兵庫
埼⽟ ⽇野屋商店 敷島盛 東松⼭市
埼⽟ 株式会社東亜酒造 純⽶ハレギク ⽻⽣市 ★★　キング醸造（⽇の出通商）
埼⽟ 南陽釀造株式会社 南陽 ⽻⽣市
埼⽟ キング醸造株式会社 ⽻⽣⼯場 円満家族⻤ころし ⽻⽣市 本社は兵庫
埼⽟ 株式会社釜屋 釜屋新⼋ 加須市 ★＋
埼⽟ 清⽔酒造株式会社 ⻲甲花菱 加須市 清⽔酒造は埼⽟と神奈川にある　（若清⽔酒造（福島）・清⽔清三郎商店（三重）もある）
埼⽟ 寒梅酒造株式会社 寒梅 久喜市
埼⽟ 権⽥酒造株式会社 清太喜 熊⾕市
埼⽟ ⽯井酒造株式会社 初緑 幸⼿市
埼⽟ 横⽥酒造株式会社 浮城 ⾏⽥市
埼⽟ 川端酒造株式会社 桝川 ⾏⽥市
埼⽟ 株式会社横関酒造 天仁 児⽟郡美⾥町
埼⽟ 北⻄酒造株式会社 ⽂楽 上尾市
埼⽟ 滝澤酒造株式会社 菊泉 深⾕市
埼⽟ 有限会社藤橋藤三郎商店 東⽩菊 深⾕市
埼⽟ 丸⼭酒造株式会社 織星 深⾕市
埼⽟ ⼩江⼾鏡⼭酒造株式会社 鏡⼭ 川越市
埼⽟ 株式会社藤﨑摠兵衛商店 ⻑瀞 秩⽗郡⻑瀞町 ★＋　　濱⽥酒造　漢字表記注意︓藤﨑「摠」兵衛
埼⽟ 株式会社タイセー秩⽗菊⽔酒造所 秩⽗⼩次郎 秩⽗市
埼⽟ 武甲酒造株式会社 武甲正宗 秩⽗市 ★
埼⽟ 株式会社⽮尾本店 秩⽗錦 秩⽗市別 ★＋
埼⽟ ⻑澤酒造株式会社 君が旗 ⽇⾼市
埼⽟ 有限会社佐藤酒造店 越⽣梅林 ⼊間郡越⽣町
埼⽟ ⿇原酒造株式会社 川越城 ⼊間郡⽑呂⼭町
埼⽟ 五⼗嵐酒造株式会社 天覧⼭ 飯能市
埼⽟ 晴雲酒造株式会社 晴雲 ⽐企郡⼩川町
埼⽟ 武蔵鶴酒造株式会社 武蔵鶴 ⽐企郡⼩川町
埼⽟ 松岡醸造株式会社 社⻑の酒 ⽐企郡⼩川町
埼⽟ 関⼝酒造株式会社 豊泉 北葛飾郡杉⼾町
埼⽟ 清⿓酒造株式会社 清⿓ 蓮⽥市
埼⽟ 神⻲酒造株式会社 神⻲ 蓮⽥市

埼⽟、35か所（会社35，醸造所・⼯場35）
栃⽊ 株式会社外池酒造店 燦爛 芳賀郡益⼦町
栃⽊ 株式会社⻁屋本店 菊 宇都宮市 ★
栃⽊ 株式会社富川酒造店 忠愛 ⽮板市
栃⽊ 第⼀酒造株式会社 開華 佐野市 ★★
栃⽊ 惣譽酒造株式会社 惣誉 芳賀郡市⾙町
栃⽊ 天鷹酒造株式会社 天鷹 ⼤⽥原市
栃⽊ 株式会社辻善兵衛商店 桜川 真岡市 ★
栃⽊ ⻄堀酒造株式会社 ⾨外不出 ⼩⼭市
栃⽊ 若駒酒造株式会社 若駒 ⼩⼭市 「若駒」ブランドは、栃⽊と富⼭にある
栃⽊ 吉井酒造株式会社 初戎 佐野市
栃⽊ 渡邉酒造株式会社 旭興 ⼤⽥原市
栃⽊ 株式会社渡邊佐平商店 清開 ⽇光市
栃⽊ 北関酒造株式会社 北冠 栃⽊市
栃⽊ 森⼾酒造株式会社 ⼗⼀正宗 ⽮板市
栃⽊ 株式会社松井酒造店 松の寿 塩⾕郡塩⾕町 松井酒造は京都と⿃取（ウイスキー）に・松井酒造店は栃⽊にある
栃⽊ 株式会社せんきん 仙禽 さくら市
栃⽊ 宇都宮酒造株式会社 四季桜 宇都宮市
栃⽊ 株式会社井上清吉商店 澤姫 宇都宮市
栃⽊ ⽚⼭酒造株式会社 柏盛 ⽇光市
栃⽊ 相澤酒造株式会社 愛乃澤 佐野市
栃⽊ 池島酒造株式会社 池錦 ⼤⽥原市
栃⽊ 飯沼銘醸株式会社 姿 栃⽊市
栃⽊ 菊の⾥酒造株式会社 ⼤那 那須郡湯津上村
栃⽊ 株式会社島崎酒造 東⼒⼠ 那須烏⼭市
栃⽊ 杉⽥酒造株式会社 雄東正宗 ⼩⼭市
栃⽊ 株式会社⽩相酒造 福寿松乃井 那須郡那珂川町
栃⽊ 合資会社⼩島酒造店 かんなびの⾥ 塩⾕郡塩⾕町
栃⽊ 合名会社熊久保商店 那須の泉 那須塩原市
栃⽊ 株式会社相良酒造 朝⽇栄 下都賀郡岩⾈町
栃⽊ ⼩林酒造株式会社（本社蔵、惣社蔵） 鳳凰美⽥ ⼩⼭市・栃⽊市 栃⽊市「惣社蔵」が2022年竣⼯　「⼩林酒造」は北海道と栃⽊、「⼩林酒造場」は千葉、「⼩林酒造
栃⽊ 株式会社平⼭酒造店 藤の盛 ⼤⽥原市

 栃⽊、31か所（会社31，醸造所・⼯場31）　→　栃⽊、31か所（会社31，醸造所・⼯場32）
東京 中村酒造 千代鶴 あきる野市
東京 野﨑酒造株式会社 喜正 あきる野市
東京 東京港醸造 江⼾開城 港区 2011年開業の都市型マイクロ・サケ醸造所　2016年に清酒免許を取得
東京 はせがわ・東京駅醸造所 はせがわ 千代⽥区 2020年に東京駅構内に新規開業　清酒は試験免許
東京 ⽊花之醸造所（株式会社ALL WRIGHT）ハナモグリ 台東区 ed.4追記︓その他の醸造鮭免許でに2020年設⽴　輸出⽤清酒製造免許取得（2021年10⽉
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東京 ⼩澤酒造株式会社 澤乃井 ⻘梅市 ★＋
東京 豊島屋酒造株式会社 ⾦婚・屋守 東村⼭市 ★★★　　明治神宮のお神酒をつくる
東京 有限会社⼩澤酒造場 桑乃都 ⼋王⼦市
東京 合名会社野⼝酒造店 国府鶴 府中市
東京 ⽯川酒造株式会社 多満⾃慢 福⽣市 蔵元は襲名→社⻑が18代⽬　　「⽯川酒造」は東京と三重に、「⽯川酒造場」は沖縄（泡盛）にあ
東京 ⽥村酒造場 嘉泉 福⽣市 蔵元は襲名→社⻑が16代⽬

 東京、10か所（会社10，醸造所・⼯場10）　　→　東京、11か所（会社11，醸造所・⼯場11）
神奈川 森⼭酒造場 蜂⿓盃 ⼩⽥原市 2021年、愛知の森⼭酒造（★★）が免許を移して新⼯場建設
神奈川 ⼤⽮孝酒造株式会社 昇⿓蓬莱 愛甲郡愛川町
神奈川 吉川醸造株式会社 菊勇 伊勢原市
神奈川 泉橋酒造株式会社 いづみ橋 海⽼名市
神奈川 熊澤酒造株式会社 曙光 茅ヶ崎市 蔵元は襲名→社⻑が13代⽬
神奈川 ⻩⾦井酒造株式会社 盛升 厚⽊市
神奈川 有限会社⾦井酒造店 笹の露 秦野市
神奈川 久保⽥酒造株式会社 相模灘 相模原市 久保⽥酒造は神奈川、福井、広島にある（広島の久保⽥酒造は廃業）
神奈川 清⽔酒造株式会社 巌乃泉 相模原市 ★　清⽔酒造は埼⽟と神奈川にある　（若清⽔酒造（福島）・清⽔清三郎商店（三重）もある）
神奈川 株式会社瀬⼾酒造店 酒⽥錦 ⾜柄上郡開成町
神奈川 合資会社川⻄屋酒造店 丹沢⼭ ⾜柄上郡⼭北町
神奈川 中澤酒造株式会社 松美⾣ ⾜柄上郡松⽥町
神奈川 井上酒造株式会社 箱根⼭ ⾜柄上郡⼤井町 ★
神奈川 ⽯井醸造株式会社 曽我の誉 ⾜柄上郡⼤井町

神奈川、14か所（会社14，醸造所・⼯場14）
⼭梨 養⽼酒造株式会社 養⽼ ⼭梨市
⼭梨 笹⼀酒造株式会社 笹⼀ ⼤⽉市
⼭梨 腕相撲酒造株式会社 ⿊駒の勝蔵 笛吹市御坂町 ed.3.3 追記︓2021年に廃業と判明
⼭梨 株式会社横内酒造店 榊正宗 南アルプス市
⼭梨 太冠酒造株式会社 太冠 南アルプス市
⼭梨 有限会社横⼭酒造店 ⽇の出菊 南巨摩郡南部町 ed.3.3 追記︓2019年に廃業と判明
⼭梨 株式会社萬屋醸造店 春鶯囀 南巨摩郡富⼠川町 ★
⼭梨 井出醸造店 甲斐の開運 南都留郡富⼠河⼝湖町 蔵元は襲名→社⻑が21代⽬　　ウイスキーの蒸留開始
⼭梨 福徳⻑酒類株式会社（オエノン）・韮崎⼯場福徳⻑ 韮崎市
⼭梨 株式会社⼋巻酒造店 甲斐男⼭ 北⽃市
⼭梨 ⼭梨銘醸株式会社 七賢 北杜市 ★＋
⼭梨 ⾕櫻酒造有限会社 ⾕櫻 北杜市
⼭梨 武の井酒造株式会社 ⻘煌 北杜市

 ⼭梨、13か所（会社13，醸造所・⼯場13）　→　⼭梨、11か所（会社11，醸造所・⼯場11）
群⾺ 近藤酒造株式会社 ⾚城⼭ みどり市 近藤酒造は新潟、群⾺、愛媛にある
群⾺ 聖徳銘醸株式会社 鳳凰聖徳 ⽢楽郡⽢楽町 美峰酒類の傘下
群⾺ 分福酒造株式会社 分福 館林市
群⾺ ⿓神酒造株式会社 ⿓神 館林市
群⾺ 清⽔屋酒造有限会社 榮万寿 館林市
群⾺ 貴娘酒造株式会社 貴娘 吾妻郡中之条町
群⾺ 浅間酒造株式会社 秘幻 吾妻郡⻑野原町
群⾺ 牧野酒造株式会社 ⼤盃 ⾼崎市 ★★
群⾺ 美峰酒類株式会社 楽天 ⾼崎市 ジンも製造
群⾺ 岡村合名会社 泉末廣 ⾼崎市
群⾺ 株式会社町⽥酒造店 太平⼈ 佐波郡⽟村町 （株）町⽥酒造店は前橋市と⽟村町にある　⿅児島・奄美に町⽥酒造（⿊糖焼酎）がある
群⾺ 井⽥酒造株式会社 ふじ泉 佐波郡⽟村町
群⾺ 聖酒造株式会社 関東の華 渋川市
群⾺ 株式会社永井本家 利根錦 沼⽥市
群⾺ ⼤利根酒造有限会社 左⼤⾂ 沼⽥市⽩沢町
群⾺ 柳澤酒造株式会社 桂川 勢多郡粕川村
群⾺ 株式会社町⽥酒造店 清嘹（りょう）、町⽥酒造 前橋市 （株）町⽥酒造店は前橋市と⽟村町にある　⿅児島・奄美に町⽥酒造（⿊糖焼酎）がある
群⾺ ⼭崎酒造株式会社 太平記の⾥ 太⽥市
群⾺ 株式会社今井酒造店 上州⾵まかせ 太⽥市
群⾺ 島岡酒造株式会社 群⾺泉 太⽥市
群⾺ 松屋酒造株式会社 當選 藤岡市
群⾺ ⾼井株式会社 巌 藤岡市 ★＋
群⾺ 柴崎酒造株式会社 船尾瀧 北群⾺郡吉岡町
群⾺ ⼭川酒造株式会社 光東 ⾢楽郡千代⽥町
群⾺ 永井酒造株式会社 ⽔芭蕉 利根郡川場村
群⾺ ⼟⽥酒造株式会社 譽國光 利根郡川場村

栃⽊、31か所（会社31，醸造所・⼯場も31）
静岡 万⼤醸造合資会社 鶴⽣ 伊⾖市
静岡 株式会社⼟井酒造場 開運 掛川市
静岡 遠州⼭中酒造株式会社 葵天下 掛川市 ⼭中酒造合資会社→遠州⼭中酒造
静岡 森本酒造合資会社 ⼩夜⾐ 菊川市
静岡 株式会社根上酒造店 ⾦明 御殿場市
静岡 ⾼嶋酒造株式会社 ⽩隠正宗 沼津市
静岡 磯⾃慢酒造株式会社 磯⾃慢 焼津市
静岡 萩錦酒造株式会社 萩錦 静岡市
静岡 株式会社神沢川酒造場 正雪 静岡市
静岡 君盃酒造株式会社 君盃 静岡市
静岡 英君酒造株式会社 英君 静岡市
静岡 株式会社駿河酒造場 曽我鶴 静岡市 ★
静岡 三和酒造株式会社 臥⿓梅 静岡市 ★★
静岡 静岡平喜酒造株式会社 喜平 静岡市 平喜（岡⼭）の関連会社
静岡 國⾹酒造株式会社 國⾹ 袋井市
静岡 株式会社⼤村屋酒造場 若⽵ 島⽥市
静岡 初⻲醸造株式会社 初⻲ 藤枝市 ★★
静岡 ⻘島酒造株式会社 喜久酔 藤枝市
静岡 杉井酒造 杉錦 藤枝市
静岡 株式会社志太泉酒造 志太泉 藤枝市
静岡 千寿酒造株式会社 千寿 磐⽥市 ウイスキーも製造
静岡 花の舞酒造株式会社 花の舞 浜松市
静岡 浜松酒造株式会社 出世城 浜松市 平喜（岡⼭）の関連会社
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静岡 牧野酒造合資会社 ⽩⽷ 富⼠宮市 ★＋
静岡 富⼠⾼砂酒造株式会社 ⾼砂 富⼠宮市
静岡 富⼠錦酒造株式会社 富⼠錦 富⼠宮市 ★★
静岡 富⼠正酒造合資会社 千代乃峯 富⼠宮市

静岡、27か所（会社27，醸造所・⼯場27）
岐⾩ 千代菊株式会社 千代菊 ⽻島市 ★＋　　JFLA
岐⾩ 奥⾶騨酒造株式会社 奥⾶騨 下呂市 ★＋　　⾼⽊酒造から2015年に社名変更
岐⾩ 天領酒造株式会社 天領 下呂市 ★★
岐⾩ ⽩扇酒造株式会社 花美蔵 加茂郡川辺町
岐⾩ 平和錦酒造株式会社 ⾦泉 加茂郡川辺町
岐⾩ 花盛酒造株式会社 はなざかり 加茂郡⼋百津町
岐⾩ 合資会社⼭⽥商店 ⽟柏 加茂郡⼋百津町
岐⾩ 有限会社松井屋酒造場 睦⿃ 加茂郡富加町
岐⾩ 株式会社平井酒造場 東美 可児郡御嵩町
岐⾩ 林酒造株式会社 美濃天狗 可児市 蔵元は襲名→社⻑が12代⽬
岐⾩ 株式会社林本店 百⼗郎 各務原市
岐⾩ 菊川株式会社 篝⽕ 各務原市 神⼾物産
岐⾩ ⼩町酒造株式会社 ⻑良川 各務原市
岐⾩ ⽇本泉酒造株式会社 ⽇本泉 岐⾩市
岐⾩ ⾜⽴酒造合資会社 ⾦華⼭ 岐⾩市
岐⾩ 合資会社⽩⽊恒助商店 達磨正宗 岐⾩市
岐⾩ 平野醸造合資会社 ⺟情 郡上市
岐⾩ 布屋 原酒造場 元⽂ 郡上市 ★＋
岐⾩ 合資会社平野本店 積翠 郡上市
岐⾩ 岩村醸造株式会社 ⼥城主 恵那市 ★
岐⾩ 恵那醸造株式会社 三郷⼯場 市乃川 恵那市 三郷⼯場と福岡⼯場があって別銘柄
岐⾩ 有限会社原⽥酒造場 ⼭⾞ ⾼⼭市
岐⾩ 株式会社平⽥酒造場 ⾶騨の華 ⾼⼭市
岐⾩ 有限会社平瀬酒造店 久寿⽟ ⾼⼭市 ★★
岐⾩ ⼆⽊酒造株式会社 氷室 ⾼⼭市 ★★
岐⾩ 有限会社舩坂酒造店 深⼭菊 ⾼⼭市
岐⾩ 川尻酒造場 ひだ正宗 ⾼⼭市
岐⾩ 株式会社⽼⽥酒造店 ⻤ころし ⾼⼭市 ★＋　　JFLA
岐⾩ 若葉株式会社 若葉 瑞浪市 ★★
岐⾩ 中島醸造株式会社 ⼩左衛⾨ 瑞浪市 ★＋
岐⾩ 株式会社三千盛 三千盛 多治⾒市 ★
岐⾩ 株式会社三輪酒造 ⽩川郷 ⼤垣市
岐⾩ 渡辺酒造醸 ⽩雪姫 ⼤垣市
岐⾩ 武内合資会社 美濃紅梅 ⼤垣市 ★＋
岐⾩ はざま酒造株式会社 恵那⼭ 中津川市
岐⾩ ⼭内酒造場 ⼩野桜 中津川市
岐⾩ 有限会社⼤橋酒造 笠置鶴 中津川市
岐⾩ 恵那醸造株式会社　福岡⼯場 鯨波 中津川市 三郷⼯場と福岡⼯場があって別銘柄
岐⾩ 千古乃岩酒造株式会社 千古乃岩 ⼟岐市
岐⾩ 渡辺酒造店 蓬莱 ⾶騨市
岐⾩ 有限会社⼤坪酒造店 ⾶騨娘 ⾶騨市
岐⾩ 有限会社蒲酒造場 ⽩真⼸ ⾶騨市 ★＋
岐⾩ 御代桜醸造株式会社 御代桜 美濃加茂市
岐⾩ 株式会社⼩坂酒造場 百春 美濃市 ★
岐⾩ 杉原酒造株式会社 揖斐川 揖斐郡⼤野町
岐⾩ ⼤塚酒造株式会社 ⽵雀 揖斐郡池⽥町
岐⾩ 池⽥屋酒造株式会社 富久若松 揖斐郡揖斐川町 ★★
岐⾩ 所酒造合資会社 房島屋 揖斐郡揖斐川町
岐⾩ ⽟泉堂酒造株式会社 美濃菊 養⽼郡養⽼町 ウイスキーも製造

岐⾩、49か所（会社48，醸造所・⼯場49）
愛知 ⼭忠本家酒造株式会社 義侠 愛⻄市
愛知 渡辺酒造株式会社 平勇正宗 愛⻄市
愛知 ⽔⾕酒造株式株式会社 千瓢 愛⻄市
愛知 ⻘⽊酒造株式会社 ⽶宗 愛⻄市
愛知 神杉酒造株式会社 神杉 安城市
愛知 ⾦銀花酒造株式会社 ⾦銀花 ⼀宮市
愛知 藤市酒造株式会社 菊鷹 稲沢市
愛知 内藤醸造株式会社 ⽊曽三川 稲沢市
愛知 丸⽯醸造株式会社 徳川家康 岡崎市 ★★
愛知 合資会社柴⽥酒造場 孝の司 岡崎市
愛知 ⼭⽥酒造株式会社 酔泉 海部郡蟹江町
愛知 ⽢強酒造株式会社 四天王 海部郡蟹江町
愛知 東洋⾃慢酒造株式会社 東洋⾃慢 ⽝⼭市
愛知 ⼩⼸鶴酒造株式会社 ⼩⼸鶴 ⽝⼭市
愛知 丸井合名会社 楽能世 江南市 ★
愛知 ⼭星酒造株式会社 星盛 江南市
愛知 勲碧酒造株式会社 勲碧 江南市
愛知 澤⽥酒造株式会社 ⽩⽼ 常滑市 澤⽥酒造は愛知県と奈良県にある
愛知 清洲桜醸造株式会社 清洲桜 清須市 ウイスキーも製造
愛知 ⼭崎合資会社 奥 ⻄尾市
愛知 相⽣ユニビオ株式会社 あいおい ⻄尾市 ⻄尾⼯場＝清酒　碧南⼯場＝焼酎　ウイスキーも製造
愛知 丸⼀酒造株式会社 冠勲 知多郡阿久⽐町
愛知 原⽥酒造合資会社 ⽣道井 知多郡東浦町
愛知 鶴⾒酒造株式会社 神鶴 津島市 ビッグカメラ酒販
愛知 ⻑珍酒造株式会社 ⻑珍 津島市
愛知 中埜酒造株式会社 國盛 半⽥市
愛知 盛⽥⾦しゃち酒造株式会社 ⾦鯱 半⽥市 MICSグループ
愛知 福井酒造株式会社 四海王 豊橋市
愛知 合名会社伊勢屋商店 公楽 豊橋市
愛知 中垣酒造株式会社 賜冠 豊⽥市
愛知 浦野合資会社 菊⽯ 豊⽥市
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愛知 豊⽥酒造株式会社 豊⽥正宗 豊⽥市
愛知 関⾕醸造株式会社 蓬莱泉 北設楽郡設楽町
愛知 株式会社萬乗醸造 醸し⼈九平次 名古屋市 ★★　　蔵元は襲名→社⻑が15代⽬　銘柄は「九平次」・社⻑は「九平治」　2020年兵庫・⿊⽥庄
愛知 ⼭盛酒造株式会社 鷹の夢 名古屋市
愛知 盛⽥株式会社 ねのひ 名古屋市 ★★　　JFLA
愛知 神の井酒造株式会社 神の井 名古屋市
愛知 ⾦⻁酒造株式会社 ⾦⻁ 名古屋市
愛知 東春酒造株式会社 東⿓ 名古屋市
愛知 伊東株式会社 敷島 半⽥市 2021年3⽉清酒免許再取得（関東の蔵元から）、21年ぶりに復活

愛知、40か所（会社40，醸造所・⼯場40）
三重 橋本酒造場 俳聖芭蕉 伊賀市
三重 中井酒造場 三重錦 伊賀市
三重 合名会社森喜酒造場 るみ⼦の酒 伊賀市
三重 若戎酒造株式会社 若戎 伊賀市
三重 株式会社⼤⽥酒造 半蔵 伊賀市 太⽥・⼤⽥︓滋賀/太⽥酒造、⿃取/太⽥酒造場、三重/⼤⽥酒造
三重 株式会社伊勢萬　内宮前⼯場 おかげさま 伊勢市 本社⼯場では焼酎をつくる
三重 細川酒造株式会社 上げ⾺ 桑名市
三重 合資会社後藤酒造場 ⻘雲 桑名市
三重 合名会社早川酒造 早春 三重郡菰野町
三重 合資会社早川酒造部 天⼀ 三重郡川越町
三重 有限会社稲垣 稲垣酒造場 御⼭杉 三重郡朝⽇町
三重 安達本家酒造株式会社 富⼠の光 三重郡朝⽇町
三重 株式会社タカハシ酒造 伊勢 四⽇市
三重 株式会社宮﨑本店 宮の雪 四⽇市 甲類焼酎「きんみや」　⼄類焼酎「くろみや」　ウイスキーも製造
三重 丸彦酒造株式会社 三重の寒梅 四⽇市
三重 神楽酒造株式会社 神楽 四⽇市 「神楽酒造」は三重と宮崎（焼酎）にある
三重 伊藤酒造株式会社 鈿⼥ 四⽇市市 「伊藤酒造」は三重と福井に、「伊藤酒造場」は⻑崎に、「伊東酒造」は⻑野にある
三重 ⽯川酒造株式会社 噴井 四⽇市市 「⽯川酒造」は東京と三重に、「⽯川酒造場」は沖縄（泡盛）にある
三重 宝酒造　楠⼯場 松⽵梅 四⽇市市 宝酒造の充填⼯場
三重 井村屋株式会社 福和蔵 松坂市 井村屋グループが福井酒造場の免許取得、新⼯場で2021年7⽉から
三重 新良酒造株式会社 夢窓 松阪市
三重 中⼭酒造株式会社 ⽩⽶城 松阪市
三重 河武醸造株式会社 鉾杉 多気郡多気町
三重 元坂酒造株式会社 酒屋⼋兵衛 多気郡⼤台町
三重 旭酒造株式会社 伊勢旭 多気郡明和町
三重 合名会社森本仙右衛⾨商店 ⿊松翁 津市
三重 松島酒造株式会社 初わらひ 津市
三重 今村酒造株式会社 きげんよし 津市
三重 株式会社⼩川本家 ⼋千代 津市
三重 寒紅梅酒造株式会社 寒紅梅 津市
三重 瀧⾃慢酒造株式会社 瀧⾃慢 名張市
三重 株式会社福持酒造場 天下錦 名張市
三重 澤佐酒造合名会社 参宮 名張市 ★
三重 ⽊屋正酒造合資会社 ⽽今 名張市
三重 清⽔清三郎商店株式会社 作 鈴⿅市

三重、35か所（会社35，醸造所・⼯場35）
富⼭ 林酒造場 ⿊部峡 下新川郡朝⽇町 ★★
富⼭ 千代鶴酒造合資会社 千代鶴 滑川市
富⼭ 本江酒造株式会社 越中懐古 ⿂津市
富⼭ 有限会社清都酒造場 勝駒 ⾼岡市
富⼭ 皇国晴酒造株式会社 幻の瀧 ⿊部市
富⼭ 銀盤酒造株式会社 銀盤 ⿊部市 JFLA
富⼭ ⿊⽥酒造株式会社 北⼀ ⼩⽮部市
富⼭ 若鶴酒造株式会社 苗加屋 砺波市 ウイスキーの製造は「三郎丸蒸溜所」
富⼭ 吉江酒造株式会社 ⾺酔⽊ 砺波市
富⼭ ⽴⼭酒造株式会社 銀嶺⽴⼭ 砺波市
富⼭ 合名会社若駒酒造場 若駒 東砺波郡井波町 「若駒」ブランドは、栃⽊と富⼭にある
富⼭ 三笑楽酒造株式会社 三笑楽 南砺市
富⼭ 成政酒造株式会社 成政 南砺市
富⼭ 株式会社⾼澤酒造場 有磯曙 氷⾒市
富⼭ 株式会社桝⽥酒造店 満寿泉 富⼭市
富⼭ 福鶴酒造株式会社 ⾵の盆 富⼭市
富⼭ 富美菊酒造株式会社 ⽻根屋 富⼭市
富⼭ 吉乃友酒造有限会社 よしのとも 富⼭市
富⼭ ⽟旭酒造有限会社 おわら娘 富⼭市
富⼭ 株式会社⽩岩 IWA 富⼭市 2021年5⽉清酒免許　リシャール・ジョフロワさん　モエ・ヘネシーが出資

富⼭、20か所（会社20，醸造所・⼯場20）
⽯川 御祖酒造株式会社 遊穂 ⽻咋市
⽯川 橋本酒造株式会社 ⼗代⽬ 加賀市
⽯川 松浦酒造有限会社 獅⼦の⾥ 加賀市 ★
⽯川 ⿅野酒造株式会社 常きげん 加賀市
⽯川 株式会社久世酒造店 ⻑⽣舞 河北郡津幡町 ★
⽯川 ⾦沢中村酒造株式会社 ⽇榮 ⾦沢市
⽯川 やちや酒造株式会社 加賀鶴 ⾦沢市 ★★
⽯川 株式会社福光屋 加賀鳶 ⾦沢市 ★★
⽯川 有限会社武内酒造店 御所泉 ⾦沢市
⽯川 合資会社⼆⽻鶴酒造場 ⼆⽻鶴 ⿅島郡中能登町
⽯川 ⿃屋酒造株式会社 池⽉ ⿅島郡中能登町
⽯川 合資会社布施酒造店 天平 七尾市
⽯川 櫻⽥酒造株式会社 ⼤慶 珠洲市
⽯川 宗⽞酒造株式会社 宗⽞ 珠洲市 ★
⽯川 東酒造株式会社 神泉 ⼩松市 東酒造は清酒で⽯川、焼酎で⿅児島にある　両社とも「ひがし」
⽯川 株式会社農⼝尚彦研究所 NOGUCHI NAOHIKO SA⼩松市 2017年、⾒砂酒造の免許を購⼊して移転　
⽯川 合同会社⻄出酒造 ⾦紋 ⼩松市
⽯川 株式会社加越 酒峰加越 ⼩松市
⽯川 合資会社⼿塚酒造場 菊鶴 ⼩松市
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⽯川 農⼝酒造株式会社 農⼝ 能美市 2013年、⼭本酒造本店の免許を引き継いで開業　農⼝尚彦さんはその後「農⼝尚彦研究所」を設
⽯川 株式会社宮本酒造店 夢醸 能美市
⽯川 株式会社吉⽥酒造店 ⼿取川 ⽩⼭市 吉⽥︓「吉⽥酒造店」は⽯川、「吉⽥酒造」は福井、島根、滋賀、⼤阪にある
⽯川 株式会社⼩堀酒造店 萬歳楽 ⽩⼭市 ★＋
⽯川 菊姫合資会社 菊姫 ⽩⼭市 ★★★
⽯川 株式会社⾦⾕酒造店 兼六 ⽩⼭市
⽯川 株式会社⾞多酒造 天狗舞 ⽩⼭市
⽯川 松波酒造株式会社 ⼤江⼭ 鳳珠郡能登町
⽯川 数⾺酒造株式会社 ⽵葉 鳳珠郡能登町
⽯川 株式会社鶴野酒造店 ⾕泉 鳳珠郡能登町 ★
⽯川 株式会社⽩藤酒造店 奥能登の⽩菊 輪島市 ★＋
⽯川 ⽇吉酒造店 ⾦瓢⽩駒 輪島市
⽯川 株式会社清⽔酒造店 能登誉 輪島市
⽯川 合名会社 中島酒造店 能登末廣 輪島市
⽯川 中納酒造株式会社 若緑 輪島市
⽯川 中野酒造株式会社 ⻲泉 輪島市

⽯川、35か所（会社35，醸造所・⼯場35）
福井 ⽚⼭酒造株式会社 関⻄ 越前市 ★
福井 吉⽥酒造有限会社 ⽩⿓ 吉⽥郡永平寺町 吉⽥︓「吉⽥酒造」は福井、島根、滋賀、⼤阪に、「吉⽥酒造店」は⽯川にある　⽩⿓ブランド︓新潟
福井 ⽥辺酒造有限会社 越前岬 吉⽥郡永平寺町
福井 ⿊⿓酒造株式会社 ⿊⿓ 吉⽥郡永平寺町
福井 久保⽥酒造合資会社 駒ヶ瀬屋 坂井市 ★　　久保⽥酒造は神奈川、福井、広島にある（広島の久保⽥酒造は廃業）
福井 坪三酒造合資会社 福喜久 坂井市 ★＋
福井 豊酒造株式会社 越前国府 鯖江市 ★
福井 合資会社加藤吉平商店 梵 鯖江市
福井 井波酒造株式会社 七ツ星 鯖江市
福井 三宅彦右衛⾨酒造有限会社 早瀬浦 三⽅郡美浜町 ★＋　　蔵元は襲名→社⻑が11代⽬
福井 ⿃浜酒造株式会社 加茂栄 三⽅上中郡若狭町
福井 株式会社⼀本義久保本店 ⼀本義 勝⼭市
福井 株式会社⼩浜酒造 わかさ ⼩浜市 以前の「わかさ富⼠」
福井 株式会社南部酒造場 花垣 ⼤野市
福井 株式会社宇野酒造場 ⼀乃⾕ ⼤野市 ★★
福井 源平酒造株式会社 源平 ⼤野市 ★★
福井 真名鶴酒造合資会社 眞名鶴 ⼤野市 ★
福井 丹⽣酒造株式会社 ⾶⿃井 丹⽣郡越前町 ★＋
福井 朝⽇酒造株式会社 富⼠乃関 丹⽣郡越前町 ★＋　あさひしゅぞう︓朝⽇酒造/新潟・旭酒造/⼭⼝・旭⽇酒造/島根・朝⽇酒造/福井のほか、⿊
福井 畠⼭酒造株式会社 雪きらら 南条郡南越前町
福井 堀⼝酒造有限会社 鳴り瓢 南条郡南越前町 ★★
福井 合資会社北善商店 聖乃御代 南条郡南越前町 ★＋
福井 常⼭酒造合資会社 常⼭ 福井市
福井 ⻄岡河村酒造株式会社 天津神⼒ 福井市
福井 株式会社吉⽥⾦右衛⾨商店 雲乃井 福井市
福井 ⼒泉酒造有限会社 明乃鶴 福井市
福井 安本酒造有限会社 国府司 福井市
福井 美川酒造場 舞美⼈ 福井市
福井 ⽑利酒造合資会社 ⼀意専⼼　越の桂⽉ 福井市 「桂⽉」ブランド︓⾼知と福井にある
福井 伊藤酒造合資会社 越の鷹 福井市 「伊藤酒造」は三重と福井に、「伊藤酒造場」は⻑崎に、「伊東酒造」は⻑野にある
福井 ⽥嶋酒造株式会社 福千歳 福井市
福井 株式会社越の磯 越廼磯 福井市
福井 ⾈⽊酒造合資会社 北の庄 福井市

福井、33か所（会社33，醸造所・⼯場33）
滋賀 愛知酒造有限会社 富鶴 愛知郡
滋賀 藤居本家 旭⽇ 愛知郡愛荘町 藤居︓滋賀に藤居本家、⼤分に藤居酒造と藤居本家（焼酎）　旭⽇︓藤居本家と島根の旭⽇酒
滋賀 ⽮尾酒造株式会社 鈴正宗 蒲⽣郡⽇野町
滋賀 松瀬酒造株式会社 松の司 蒲⽣郡⻯王町
滋賀 ⻄勝酒造株式会社 湖東富貴 近江⼋幡市 ★＋
滋賀 多賀株式会社 多賀 ⽝上郡多賀町 ★＋　　⽉桂冠の傘下
滋賀 株式会社⻄沢藤平商店 出世誉 ⽝上郡豊郷町
滋賀 株式会社岡村本家 ⾦⻲ ⽝上郡豊郷町 「岡本本家」は滋賀と奈良にある
滋賀 ⽵内酒造株式会社 ⾹の泉 湖南市
滋賀 北島酒造株式会社 御代栄 湖南市
滋賀 藤本酒造株式会社 神開 甲賀市 ★
滋賀 ⻄⽥酒造株式会社 酔⼩町 甲賀市
滋賀 安井酒造場 初桜 甲賀市
滋賀 松岡酒造有限会社 ⽇の出松 甲賀市
滋賀 望⽉酒造株式会社 寿々兜 甲賀市 ★
滋賀 美冨久酒造株式会社 美冨久 甲賀市
滋賀 笑四季酒造株式会社 笑四季 甲賀市
滋賀 ⽥中酒造株式会社 春乃峰 甲賀市 「⽥中」を含む社名の蔵元は北海道・新潟・滋賀・兵庫・岡⼭・茨城・宮城・⻑野
滋賀 瀬古酒造株式会社 忍者ninja 甲賀市
滋賀 滋賀酒造株式会社 貴⽣娘 甲賀市
滋賀 株式会社福井弥平商店 萩乃露 ⾼島市 ★＋
滋賀 吉⽥酒造有限会社 ⽵⽣嶋 ⾼島市 吉⽥︓「吉⽥酒造」は福井、島根、滋賀、⼤阪に、「吉⽥酒造店」は⽯川にある
滋賀 川島酒造株式会社 松の花 ⾼島市
滋賀 池本酒造有限会社 琵琶の⻑寿 ⾼島市
滋賀 上原酒造株式会社 不⽼泉 ⾼島市
滋賀 古川酒造有限会社 宗花 草津市
滋賀 太⽥酒造株式会社 道灌 草津市 太⽥・⼤⽥︓滋賀/太⽥酒造（灘にも⼯場）、⿃取/太⽥酒造場、三重/⼤⽥酒造
滋賀 有限会社平井商店 浅茅⽣ ⼤津市 ★★　　蔵元は襲名→社⻑が17代⽬　ドーム型アーケード商店街にある酒蔵（⽇本に4蔵あるうち
滋賀 浪乃⾳酒造株式会社 浪乃⾳ ⼤津市
滋賀 ⽉の⾥酒造株式会社 ⽉の⾥ ⼤津市
滋賀 ⼭路酒造有限会社 北國街道 ⻑浜市 ★★★　薬⽤酒「桑酒」もつくる
滋賀 冨⽥酒造有限会社 七本鎗 ⻑浜市 ★★★　漢字表記注意︓七本「鎗」
滋賀 佐藤酒造株式会社 湖濱 ⻑浜市
滋賀 畑酒造有限会社 喜量能 東近江市
滋賀 増本藤兵衛酒造場 薄桜 東近江市
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滋賀 中澤酒造有限会社 ⼀博 東近江市
滋賀 近江酒造株式会社 近江⿓⾨ 東近江市
滋賀 喜多酒造株式会社 喜楽⻑ 東近江市 喜多酒造は滋賀と奈良にある（1970年代までは⽯川にもあったー現在は重要⽂化財指定）
滋賀 ⾳瀬酒造場 猩々菊 彦根市
滋賀 暁酒造有限会社 暁 野洲市 ★★★

滋賀、40か所（会社40，醸造所・⼯場40）
奈良 芳村酒造株式会社 千代乃松 宇陀郡⼤宇陀町
奈良 株式会社久保本家酒造 初霞 宇陀市 ★＋
奈良 喜多酒造株式会社 御代菊 橿原市 ★＋　喜多酒造は滋賀と奈良にある（1970年代までは⽯川にもあったー現在は重要⽂化財指定
奈良 河合酒造株式会社 出世男 橿原市 ★＋
奈良 梅乃宿酒造株式会社 梅乃宿 葛城市
奈良 藤村酒造株式会社 万代⽼松 吉野郡下市
奈良 美吉野醸造株式会社 花巴 吉野郡吉野町
奈良 北村酒造株式会社 猩々 吉野郡吉野町 ★
奈良 株式会社北岡本店 ⼋咫烏 吉野郡吉野町
奈良 株式会社岡本本家 ⼭桂 吉野郡⼤淀町 「岡本本家」は滋賀と奈良にある   ed.4追記︓2021年10⽉廃業と判明
奈良 株式会社⼭本本家 松の友 五條市 ★＋　　「⼭本本家」は伏⾒と奈良にある
奈良 五條酒造株式会社 五神 五條市
奈良 千代酒造株式会社 千代 御所市
奈良 油⻑酒造株式会社 ⾵の森 御所市 ★＋　　ジンも製造　　蔵元は襲名→社⻑が13代⽬
奈良 葛城酒造株式会社 百楽⾨ 御所市
奈良 澤⽥酒造株式会社 歓喜光 ⾹芝市 澤⽥酒造は愛知県と奈良県にある
奈良 株式会社⼤倉本家 ⼤倉 ⾹芝市
奈良 ⻄内酒造 談⼭ 桜井市
奈良 今⻄酒造株式会社 三諸杉 桜井市 ★★　　⼤神神社のお神酒を造る
奈良 株式会社中本酒造店 ⼭鶴 ⽣駒市
奈良 上⽥酒造株式会社 ⽣⻑ ⽣駒市 ★★★
奈良 菊司醸造株式会社 菊司 ⽣駒市 ★＋
奈良 中⾕酒造株式会社 朝⾹ ⼤和郡⼭市 中国で清酒事業（天津中⾕酒造有限公司）
奈良 増⽥酒造株式会社 都姫・神韻 天理市 ★★
奈良 稲⽥酒造合名会社 稲天 天理市 ドーム型アーケード商店街にある酒蔵（⽇本に4蔵あるうちの1つ）　天理教のお神酒をつくる
奈良 奈良豊澤酒造株式会社 豊祝 奈良市
奈良 ⼋⽊酒造株式会社 升平 奈良市
奈良 株式会社今⻄清兵衛商店 春⿅ 奈良市
奈良 倉本酒造株式会社 ⾦嶽 奈良市
奈良 ⻑⿓酒造株式会社 ⻑⿓ 北葛城郡広陵町 飯⽥商事　⻑⿓は奈良と⼤阪

 奈良、30か所（会社30，醸造所・⼯場30）　　→　奈良、29か所（会社29，醸造所・⼯場29）
京都 若宮酒造株式会社 綾⼩町 綾部市
京都 丹⼭酒造有限会社 丹⼭ ⻲岡市
京都 ⼤⽯酒造株式会社（本蔵、美⼭蔵） 翁鶴 ⻲岡市・南丹市 ★★　　2014年に南丹市美⼭町に新蔵を竣⼯　中国に清酒の合併会社
京都 関酒造有限会社 この花桜 ⻲岡市
京都 ハクレイ酒造株式会社 ⽩嶺 宮津市
京都 ⽩⽷酒造株式会社 ⽩⽷ 宮津市 ★
京都 吉岡酒造場 吉野⼭ 京丹後市 ★
京都 熊野酒造有限会社 久美の浦 京丹後市
京都 ⽊下酒造有限会社 ⽟川 京丹後市 杜⽒はフィリップ・ハーパーさん
京都 ⽵野酒造有限会社 弥栄鶴 京丹後市
京都 ⽩杉酒造株式会社 ⽩⽊久 京丹後市 ★
京都 ⽻⽥酒造有限会社 初⽇の出 京都市
京都 松井酒造株式会社 神蔵 京都市 ★＋　　蔵元は襲名→社⻑が15代⽬　松井酒造は京都と⿃取（ウイスキー）に・松井酒造店は栃
京都 招德酒造株式会社 招德 京都市（伏⾒区） ★★
京都 東⼭酒造有限会社 坤滴 京都市（伏⾒区） ⻩桜の傘下
京都 藤岡酒造株式会社 蒼空 京都市（伏⾒区）
京都 平和酒造合資会社 慶⻑ 京都市（伏⾒区） ★＋　　平和酒造は和歌⼭と京都にある
京都 伏⾒銘酒協同組合 （共同原酒醸造） 京都市（伏⾒区） 5社が共同出資した醸造造⼯場
京都 鶴正酒造株式会社 京都五⼭の四季 京都市（伏⾒区）
京都 株式会社豊澤本店 豊祝 京都市（伏⾒区）
京都 株式会社⼭本本家 神聖 京都市（伏⾒区） ★★　　蔵元は襲名→社⻑が11代⽬　　「⼭本本家」は伏⾒と奈良にある
京都 株式会社⼭本勘蔵商店 鷹取 京都市（伏⾒区） ed.3.3 追記︓廃業と判明
京都 松本酒造株式会社 ⽇出盛・桃の滴・澤屋まつもと京都市（伏⾒区） ★
京都 都鶴酒造株式会社 都鶴 京都市（伏⾒区）
京都 松⼭酒造株式会社 明君 京都市（伏⾒区） ⽉桂冠の傘下
京都 キンシ正宗株式会社 キンシ正宗 京都市（伏⾒区） ★
京都 株式会社京姫酒造 京姫 京都市（伏⾒区）
京都 株式会社⼩⼭本家酒造　京都伏⾒⼯場 世界鷹 京都市（伏⾒区） ⼩⼭本家は、埼⽟、京都、兵庫
京都 ⽉桂冠株式会社（昭和蔵、⼤⼿蔵、⼤倉記念⽉桂冠 京都市（伏⾒区） ★★　　昭和蔵、⼤⼿蔵、⼤倉記念館内⼿作り醸造所
京都 ⻩桜株式会社（三栖蔵、伏⽔蔵） ⻩桜 京都市（伏⾒区） 本社-三栖蔵、2016年竣⼯の伏⽔蔵　兵庫に丹波⼯場
京都 株式会社北川本家 富翁 京都市（伏⾒区） ★★
京都 ⿑藤酒造株式会社 英勲 京都市（伏⾒区）
京都 宝酒造株式会社（伏⾒東蔵、伏⾒⻄蔵） 松⽵梅 京都市（伏⾒区） 宝酒造（清酒）は、京都、兵庫、三重、千葉
京都 ⽟乃光酒造株式会社 ⽟乃光 京都市（伏⾒区） ★★
京都 佐々⽊酒造株式会社 聚楽第 京都市（伏⾒区）
京都 株式会社増⽥德兵衞商店 ⽉の桂 京都市（伏⾒区） ★★　　蔵元は襲名→社⻑が14代⽬　漢字表記注意︓増⽥「德」兵「衞」
京都 共同酒造株式会社 美⼭ 京都市（伏⾒区） ⽉桂冠の傘下
京都 城陽酒造株式会社 城陽 城陽市
京都 有限会社⻑⽼ ⻑⽼ 船井郡京丹波町
京都 池⽥酒造株式会社 池雲 舞鶴市
京都 東和酒造有限会社 武勇 福知⼭市 ★＋
京都 向井酒造株式会社 京の春 与謝郡伊根町
京都 与謝娘酒造合名会社 丹後七姫 与謝郡与謝野町
京都 ⾕⼝酒造株式会社 芝の井 与謝郡与謝野町

 京都、44か所（会社44，醸造所・⼯場49）　→　京都、43か所（会社43，醸造所・⼯場48）
⼤阪 中尾酒造株式会社 凡愚 茨⽊市
⼤阪 ⾼島酒造株式会社 寿盃 茨⽊市
⼤阪 ⻄條合資会社 天野酒 河内⻑野市 ★＋
⼤阪 株式会社元朝 元朝 岸和⽥市 組合員登録は寺⽥酒造有限会社
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⼤阪 井坂酒造場 三輪福 岸和⽥市
⼤阪 ⼤⾨酒造株式会社 DAIMON 交野市
⼤阪 ⼭野酒造株式会社 ⽚野桜 交野市
⼤阪 寿酒造株式会社 國乃⻑ ⾼槻市
⼤阪 清鶴酒造株式会社 清鶴 ⾼槻市
⼤阪 浪花酒造有限会社 さか松 阪南市 ★＋
⼤阪 （有）利休蔵 千利休 堺市 元の堺泉酒造（有）　2016年から利休蔵
⼤阪 有限会社北庄司酒造店 荘の郷 泉佐野市
⼤阪 吉⽥酒造株式会社 緑⼀ 池⽥市 ★★　吉⽥︓「吉⽥酒造」は福井、島根、滋賀、⼤阪に、「吉⽥酒造店」は⽯川にある
⼤阪 呉春株式会社 呉春 池⽥市
⼤阪 藤本雅⼀酒造醸 松花鶴 藤井寺
⼤阪 ⻑⿓酒造株式会社 ⼋尾蔵 ⻑⿓ ⼋尾市 飯⽥商事　⻑⿓は奈良と⼤阪
⼤阪 秋⿅酒造株式会社 秋⿅ 豊能郡能勢町

⼤阪、17か所（会社17，醸造所・⼯場17）
和歌⼭ 初桜酒造株式会社 般若湯 伊都郡かつらぎ町
和歌⼭ 有限会社中尾酒造店 紀の川 海草郡紀美野町
和歌⼭ 株式会社名⼿酒造店 ⿊⽜ 海南市
和歌⼭ 中野BC株式会社 紀伊国屋⽂左衛⾨ 海南市 梅酒⼤⼿　ジンも製造
和歌⼭ 平和酒造株式会社 紀⼟ 海南市 平和酒造は和歌⼭と京都にある
和歌⼭ 島本酒造場 御代正宗 海南市
和歌⼭ 株式会社吉村秀雄商店 ⽇本城 岩出市
和歌⼭ 株式会社九重雑賀 雑賀 紀の川市
和歌⼭ 初光酒造株式会社 おめでとう 紀の川市貴志川町
和歌⼭ 通宝酒造株式会社 通宝 県海南市
和歌⼭ 岸野酒造本家 紀州美⼈ 御坊市 ★
和歌⼭ 尾崎酒造株式会社 太平洋 新宮市
和歌⼭ 平松酒造本家 ⾦葵 有⽥郡有⽥川町
和歌⼭ ⾼垣酒造株式会社 紀勢鶴 有⽥郡有⽥川町
和歌⼭ 前⽥酒造場 時代盛 和歌⼭市
和歌⼭ 天⻑島村酒造株式会社 天⻑ 和歌⼭市
和歌⼭ 祝砲酒造株式会社 紀州魁 和歌⼭市
和歌⼭ ⽥端酒造株式会社 羅⽣⾨ 和歌⼭市
和歌⼭ 株式会社世界⼀統 世界⼀統 和歌⼭市

和歌⼭、19か所（会社19，醸造所・⼯場19）
兵庫 萬乗醸造株式会社・⿊⽥庄 Domaine Kurodashō ⻄脇市⿊⽥庄町 愛知の萬乗醸造の新⼯場　2020年竣⼯（⽶の⾃社栽培は2010年から）
兵庫 株式会社⽂太郎 孤⾼、⽂太郎 美⽅郡新温泉町 2019年に京都丹後から移転　元の永雄酒造（★＋）
兵庫 伊丹⽼松酒造株式会社 ⽼松 伊丹市 ★★　　⽼松酒造は⼤分と兵庫にある、兵庫には伊丹⽼松酒造がある
兵庫 ⼩⻄酒造株式会社 ⽩雪 伊丹市 ★★★  　蔵元は襲名→社⻑が15代⽬
兵庫 井澤本家合名会社 倭⼩槌 加古郡稲美町
兵庫 キング醸造株式会社 播州錦 加古郡稲美町 キング醸造は、埼⽟、兵庫
兵庫 合名会社岡⽥本家 盛典 加古川市
兵庫 三宅酒造株式会社 菊⽇本 加⻄市
兵庫 富久錦株式会社 富久錦 加⻄市
兵庫 神結酒造株式会社 神結 加東市
兵庫 安井酒造有限会社 武庫泉 三⽥市
兵庫 岡村酒造場 千⿃正宗 三⽥市
兵庫 稲⾒酒造株式会社 葵鶴 三⽊市
兵庫 ⼭陽盃酒造株式会社 播州⼀献 宍粟市
兵庫 ⽼松酒造有限会社 ⽼松 宍粟市 ★　　⽼松酒造は⼤分と兵庫にある、兵庫には伊丹⽼松酒造がある
兵庫 宝酒造株式会社 ⽩壁蔵 松⽵梅 ⽩壁蔵 神⼾市（灘五郷） 宝酒造（清酒）は、京都、兵庫、三重、千葉
兵庫 櫻正宗株式会社 櫻正宗 神⼾市（灘五郷） ★★　　蔵元は襲名→社⻑が11代⽬
兵庫 株式会社⼩⼭本家酒造 灘浜福鶴蔵 浜福鶴 神⼾市（灘五郷） ⼩⼭本家は、埼⽟、京都、兵庫
兵庫 沢の鶴株式会社 沢の鶴 神⼾市（灘五郷） ★＋
兵庫 株式会社安福⼜四郎商店 ⼤⿊正宗 神⼾市（灘五郷） ★
兵庫 ⽩鶴酒造株式会社（本社、⿂崎蔵） ⽩鶴 神⼾市（灘五郷） ★＋
兵庫 ⾦盃酒造株式会社 ⾦盃 神⼾市（灘五郷）
兵庫 太⽥酒造株式会社 灘千代⽥蔵 道灌 神⼾市（灘五郷） 太⽥・⼤⽥︓滋賀と灘/太⽥酒造、⿃取/太⽥酒造場、三重/⼤⽥酒造
兵庫 泉酒造株式会社 泉正宗 神⼾市（灘五郷） ★
兵庫 剣菱酒造株式会社（浜蔵、⿂崎蔵など複数の剣菱 神⼾市（灘五郷） ★★★
兵庫 株式会社神⼾酒⼼館 福寿 神⼾市（灘五郷） ★
兵庫 菊正宗酒造株式会社（嘉宝蔵など複数の蔵 菊正宗 神⼾市（灘五郷） ★★　　蔵元は襲名→社⻑が12代⽬
兵庫 ⾠⾺本家酒造株式会社 ⽩⿅ ⻄宮市（灘五郷） ★★　　「⽩⿅」ブランドは、灘（兵庫）と茨城にある
兵庫 松⽵梅酒造株式会社 灘⼀ ⻄宮市（灘五郷）
兵庫 万代⼤澤醸造株式会社 徳若 ⻄宮市（灘五郷）
兵庫 ⽇本盛株式会社 ⽇本盛 ⻄宮市（灘五郷）
兵庫 ⽩鷹株式会社 ⽩鷹 ⻄宮市（灘五郷） 伊勢神宮のお神酒をつくる
兵庫 ⼤澤本家酒造株式会社 寶娘 ⻄宮市（灘五郷） ★
兵庫 今津酒造株式会社 扇正宗 ⻄宮市（灘五郷） ★
兵庫 ⽊⾕酒造株式会社 喜⼀ ⻄宮市（灘五郷）
兵庫 北⼭酒造株式会社 島美⼈ ⻄宮市（灘五郷）
兵庫 國産酒造株式会社 國産⼀ ⻄宮市（灘五郷）
兵庫 ⼤関株式会社（本社の寿蔵と恒和蔵、丹波⼯⼤関 ⻄宮市（灘五郷）・丹波篠⼭★＋　　過去に蔵元が襲名していた→先々社⻑が11代⽬
兵庫 櫻酒造株式会社 櫻⼀⽂字 丹波篠⼭市 ⽩鶴のグループ会社　⼭⼝で創業　1972年に当地に
兵庫 鳳鳴酒造株式会社 笹の滴 丹波篠⼭市 ★
兵庫 ⻩桜株式会社 丹波⼯場 ⻩桜 丹波篠⼭市 ⻩桜は京都と兵庫　丹波⼯場は1974年から
兵庫 狩場⼀酒造株式会社 秀⽉ 丹波篠⼭市 2018年に、狩場酒造場から狩場⼀酒造に社名変更
兵庫 株式会社⻄⼭酒造場 ⼩⿎ 丹波市
兵庫 ⼭名酒造株式会社 奥丹波 丹波市 ★＋
兵庫 鴨庄酒造株式会社 花⿃末廣 丹波市
兵庫 千年⼀酒造株式会社 千年⼀ 淡路市　>淡路島
兵庫 都美⼈酒造株式会社 都美⼈ 南あわじ市　＞淡路島
兵庫 本庄酒造株式会社 南⻑ 南あわじ市　＞淡路島
兵庫 ⽥治⽶合名会社 ⽥治⽶ 朝来市 ★＋
兵庫 此の友酒造株式会社 此の友 朝来市 ★★
兵庫 ⾹住鶴株式会社 ⾹住鶴 美⽅郡⾹美町 ★＋
兵庫 奥藤商事株式会社 忠⾂蔵 ⾚穂市 ★★
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兵庫 ⽥中酒造場 ⽩鷺の城 姫路市 「⽥中」を含む社名の蔵元は北海道・新潟・滋賀・兵庫・岡⼭・茨城・宮城・⻑野
兵庫 壺坂酒造株式会社 ⾦壺 姫路市
兵庫 灘菊酒造株式会社 灘菊 姫路市
兵庫 株式会社下村酒造店 奥播磨 姫路市
兵庫 名城酒造株式会社 名城 姫路市
兵庫 ヤヱガキ酒造株式会社 ⼋重垣 姫路市 ★★
兵庫 株式会社本⽥商店 ⿓⼒ 姫路市
兵庫 神崎酒造有限会社 真名井の鶴 姫路市
兵庫 川辺酒造有限会社 花⾐ 辺郡猪名川町
兵庫 出⽯酒造有限会社 楽々鶴 豊岡市 ★＋
兵庫 ⻄海酒造株式会社 空乃鶴 明⽯市 ★＋
兵庫 ⼤和酒造株式会社 ⼤和鶴 明⽯市 薮⽥機械
兵庫 江井ヶ嶋酒造株式会社 神鷹 明⽯市 ★★　　ウイスキーも製造　⼭梨でワインも製造
兵庫 明⽯酒類醸造株式会社 明⽯鯛 明⽯市
兵庫 茨⽊酒造合名会社 来楽 明⽯市
兵庫 太陽酒造株式会社 太陽　⾚⽯ 明⽯市
兵庫 松尾酒造有限会社 旭⿓ 揖保郡太⼦町
兵庫 ⼋⿅酒造株式会社 吉野 養⽗市 ⼋⿅酒造は⼤分（やつしか）と兵庫（ようか）にある
兵庫 銀海酒造有限会社 銀海 養⽗市

兵庫、71か所（会社71，醸造所・⼯場72）
岡⼭ 瀧本酒造有限会社 ⼀品 井原市
岡⼭ ⼭成酒造株式会社 蘭の誉 井原市
岡⼭ 宮下酒造株式会社 極聖 岡⼭市 クラフトビール・焼酎も製造　ウイスキー・ジンも製造
岡⼭ 萬歳酒蔵株式会社 さつき⼼ 岡⼭市
岡⼭ 株式会社板野酒造本店 ⼆⾯ 岡⼭市
岡⼭ 有限会社板野酒造場 きびの吟⾵ 岡⼭市
岡⼭ ⼤内酒造場（⼤内洋⼆） 御嶽鶴 笠岡市
岡⼭ 芳烈酒造株式会社 櫻芳烈 ⾼梁市
岡⼭ ⾚⽊酒造株式会社 蘭亭曲⽔ ⾼梁市
岡⼭ ⽩菊酒造株式会社 ⼤典⽩菊 ⾼梁市 ⼤関関連会社
岡⼭ 三光正宗株式会社 三光 新⾒市
岡⼭ 株式会社辻本店 御前酒 真庭市
岡⼭ 株式会社落酒造場 ⼤正の鶴 真庭市
岡⼭ ⾼祖酒造株式会社 千寿 瀬⼾内市
岡⼭ 利守酒造株式会社 酒⼀筋 ⾚磐市
岡⼭ 室町酒造株式会社 櫻室町 ⾚磐市 ★★
岡⼭ ⾚磐酒造株式会社 桃の⾥ ⾚磐市
岡⼭ ⼩宮⼭酒造株式会社 ⽇⽉ ⾚磐市
岡⼭ ⼩坂酒造株式会社 鶴の池 ⾚磐市
岡⼭ 磯千⿃酒造株式会社 磯千⿃ 浅⼝郡⾥庄町 ★
岡⼭ 平喜酒造株式会社 喜平 浅⼝市
岡⼭ 丸本酒造株式会社 賀茂緑 浅⼝市
岡⼭ 神露酒造株式会社 神露 浅⼝市 ⾦光教本部の⾨前にある　「神露」は（藤⽥酒造の「⾦光賀信」と並んで）⾦光教のお神酒
岡⼭ 嘉美⼼酒造株式会社 嘉美⼼ 浅⼝市
岡⼭ 森⽥酒造株式会社 萬年雪 倉敷市
岡⼭ 有限会社渡辺酒造本店 嶺乃誉 倉敷市
岡⼭ ⼤野酒造株式会社 富志美盛 倉敷市
岡⼭ 三冠酒造有限会社 三冠 倉敷市
岡⼭ ⼗⼋盛酒造株式会社 ⼗⼋盛 倉敷市 ★
岡⼭ 菊池酒造株式会社 燦然 倉敷市
岡⼭ 熊屋酒造有限会社 伊七 倉敷市 ★＋
岡⼭ ヨイキゲン株式会社 酔機嫌 総社市
岡⼭ 三宅酒造株式会社 粋府 総社市
岡⼭ 難波酒造株式会社 作州武蔵 津⼭市
岡⼭ 合資会社多胡本家酒造場 加茂五葉 津⼭市 ★★　　2020年、継続
岡⼭ 有限会社⽥中酒造場 武蔵の⾥ 美作市 「⽥中」を含む社名の蔵元は北海道・新潟・滋賀・兵庫・岡⼭・茨城・宮城・⻑野
岡⼭ 牧野酒造本店 五⼗鈴 苫⽥郡鏡野町 ★＋

岡⼭、37か所（会社37，醸造所・⼯場37）
広島 ⾺上酒造場　⾺上 ⽇出男 ⼤号令 安芸郡熊野町
広島 向原酒造株式会社 向井櫻 安芸⾼⽥市
広島 林酒造株式会社 三⾕春 呉市
広島 有限会社⽩天⿓酒造場 ⽩天⿓ 呉市
広島 中野光次郎　本店 ⽔⿓ 呉市
広島 盛川酒造株式会社 ⽩鴻 呉市
広島 宝剣酒造株式会社 宝剣 呉市
広島 株式会社藤岡酒造店 ⾳⼾の瀬⼾ 呉市
広島 株式会社三宅本店 千福 呉市
広島 榎酒造株式会社 華鳩 呉市
広島 相原酒造株式会社 ⾬後の⽉ 呉市
広島 株式会社原本店 蓬莱鶴 広島市
広島 ⼋幡川酒造株式会社 ⼋幡川 広島市
広島 合名会社梅⽥酒造場 本州⼀ 広島市
広島 旭鳳酒造株式会社 旭鳳 広島市
広島 株式会社⼩泉本店 御幸 広島市
広島 久保⽥酒造株式会社 菱正宗 広島市 ed.3.3 追記︓2021年に廃業と判明　久保⽥酒造は神奈川、福井、広島にある（広島の久保⽥
広島 江⽥島銘醸株式会社 同期の桜 江⽥島市　＞江⽥島
広島 津⽥酒造株式会社 島の⾹ 江⽥島市　＞江⽥島
広島 株式会社醉⼼⼭根本店 酔⼼ 三原市
広島 ⼭岡酒造株式会社 瑞冠 三次市
広島 美和桜酒造有限会社 美和桜 三次市
広島 川本英介 三段峡 ⼭県郡安芸太⽥町 ★＋
広島 福光酒造株式会社 朝光 ⼭県郡北広島町
広島 ⼩野酒造株式会社 ⽼⻲ ⼭県郡北広島町 ★★
広島 花酔酒造株式会社 花酔 庄原市
広島 ⽐婆美⼈酒造株式会社 ⽐婆美⼈ 庄原市
広島 ⽣熊酒造株式会社 超群 庄原市
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広島 有限会社北村醸造場 菊⽂明 庄原市
広島 三輪酒造株式会社 神雷 神⽯郡神⽯⾼原町 ★＋
広島 中尾醸造株式会社 誠鏡 ⽵原市
広島 藤井酒造株式会社 ⿓勢 ⽵原市
広島 ⽵鶴酒造株式会社 ⽵鶴 ⽵原市 ★＋
広島 福美⼈酒造株式会社 福美⼈ 東広島市
広島 ⽩牡丹酒造株式会社 ⽩牡丹 東広島市 ★★
広島 ⾦光酒造合資会社 賀茂⾦秀 東広島市 ⾦光（かねみつ）酒造は広島と⼭⼝にある
広島 賀茂鶴酒造株式会社（本社蔵と御薗蔵） 賀茂鶴 東広島市 ★★　　本社蔵と御薗蔵がある
広島 賀茂泉酒造株式会社 賀茂泉 東広島市
広島 株式会社今⽥酒造本店 富久⻑ 東広島市
広島 ⼭陽鶴酒造株式会社 ⼭陽鶴 東広島市
広島 柄酒造株式会社 関⻄⼀ 東広島市
広島 ⻲齢酒造株式会社 ⻲齢 東広島市
広島 ⻄條鶴醸造株式会社 ⻄條鶴 東広島市
広島 株式会社サクラオブルワリーアンドディスティラリ⼀代　弥⼭ 廿⽇市市 2021年3⽉に中国醸造株式会社から社名変更　焼酎・ウイスキー・ジンも製造
広島 株式会社吉源酒造場 寿齢 尾道市
広島 美の鶴酒造株式会社 美の鶴 福⼭市
広島 株式会社天寶⼀ 天寳⼀ 福⼭市

 広島、47か所（会社47，醸造所・⼯場48）　→　広島、46か所（会社46，醸造所・⼯場47）
⿃取 有限会社⾼⽥酒造場 瑞泉 岩美郡岩美町
⿃取 千代むすび酒造株式会社 千代むすび 境港市 ジンも製造
⿃取 久⽶桜酒造有限会社 久⽶桜 ⻄伯郡伯耆町
⿃取 中井酒造株式会社 丈 倉吉市
⿃取 ⾼⽥酒造株式会社 此君（しくん） 倉吉市 ブランド名「此君」は⼭形（このきみ）と⿃取（しくん）にある
⿃取 元帥酒造株式会社 元帥 倉吉市
⿃取 中川酒造株式会社 いなば鶴 ⿃取市 JFLA　　「中川酒造」は新潟と⿃取にある
⿃取 有限会社⼭根酒造場 ⽇置桜 ⿃取市 ⼭根︓⿃取/⼭根酒造、埼⽟/やまね酒造（濁酒）、広島/醉⼼⼭根本店（⼭⼝/⼭根酒造は営
⿃取 有限会社⻄本酒造場 笑 ⿃取市
⿃取 ⼤⾕酒造株式会社 鷹勇 東伯郡琴浦町
⿃取 藤井酒造合資会社 三朝正宗 東伯郡三朝町 ★★
⿃取 福羅酒造株式会社 ⼭陰東郷 東伯郡湯梨浜町
⿃取 梅津酒造有限会社 冨玲 東伯郡北栄町
⿃取 有限会社⼤岩酒造本店 秀峰岩泉 ⽇野郡江府町
⿃取 有限会社太⽥酒造場 弁天娘 ⼋頭郡若桜町 太⽥・⼤⽥︓滋賀/太⽥酒造、⿃取/太⽥酒造場、三重/⼤⽥酒造
⿃取 諏訪酒造株式会社 諏訪泉 ⼋頭郡智頭町
⿃取 株式会社稲⽥本店 稲⽥姫 ⽶⼦市 ★★

⿃取、17か所（会社17，醸造所・⼯場17）
島根 吉⽥酒造株式会社 ⽉⼭ 安来市 ★＋　「吉⽥酒造」は福井、島根、滋賀、⼤阪に、「吉⽥酒造店」は⽯川にある　「⽉⼭」ブランドは⼭
島根 ⻘砥酒造株式会社 ほろ酔 安来市
島根 ⾦鳳酒造有限会社 ⾦鳳 安来市
島根 隠岐酒造株式会社 隠岐誉 隠岐郡隠岐の島町　＞隠岐の島
島根 株式会社⽵下本店 出雲誉 雲南市
島根 ⽊次酒造株式会社 美波太平洋 雲南市
島根 株式会社右⽥本店 宗味 益⽥市 ★★
島根 株式会社岡⽥屋本店 菊弥栄 益⽥市
島根 株式会社桑原酒場 扶桑鶴 益⽥市
島根 都錦酒造株式会社 都錦 江津市
島根 株式会社財間酒場 ⾼砂 ⿅⾜郡津和野町 ★
島根 古橋酒造株式会社 初陣 ⿅⾜郡津和野町
島根 華泉酒造合資会社 華泉 ⿅⾜郡津和野町 組合は合資会社⽯州酒造
島根 株式会社酒持⽥本店 ヤマサン正宗 出雲市
島根 富⼠酒造合資会社 出雲富⼠ 出雲市
島根 板倉酒造有限会社 天穏 出雲市
島根 旭⽇酒造有限会社 ⼗旭⽇（じゅうじあさひ） 出雲市 ドーム型アーケード商店街にある酒蔵（⽇本に4蔵あるうちの1つ）　出雲⼤社のお神酒「⼋千⽭」を
島根 台雲酒造合同会社 台中六⼗五 出雲市 ed.4追記︓当初は委託醸造　→　輸出⽤清酒製造免許取得（2021年11⽉）
島根 國暉酒造有限会社 國暉 松江市
島根 ⽶⽥酒造株式会社 豊の秋 松江市 灰持酒「地伝酒」を復活させて製造
島根 李⽩酒造有限会社 李⽩ 松江市
島根 王祿酒造有限会社 王祿 松江市
島根 簸上清酒合名会社 簸上正宗 仁多郡奥出雲町 ★＋
島根 奥出雲酒造株式会社 仁多⽶ 仁多郡奥出雲町
島根 若林酒造有限会社 開春 ⼤⽥市
島根 ⼀宮酒造有限会社 ⽯⾒銀⼭ ⼤⽥市
島根 株式会社⾚名酒造 絹乃峰 飯⽯郡飯南町
島根 ⽇本海酒造株式会社 環⽇本海 浜⽥市
島根 ⽟櫻酒造有限会社 ⽟櫻 ⾢智郡⾢南町
島根 池⽉酒造株式会社 誉池⽉ ⾢智郡⾢南町
島根 加茂福酒造株式会社 加茂福 ⾢智郡⾢南町

 島根、30か所（会社30，醸造所・⼯場30）　　→　島根、31か所（会社31，醸造所・⼯場31）
⼭⼝ 阿武の鶴酒造合資会社 阿武の鶴 阿武郡阿武町
⼭⼝ 株式会社永⼭本家酒造場 貴 宇部市
⼭⼝ 三井酒造場 涛乃花 宇部市 ★★
⼭⼝ 下関酒造株式会社 関娘 下関市
⼭⼝ ⻑州酒造株式会社 天美 下関市菊川町 ⻑州産業　元の児⽟酒造　
⼭⼝ ⾦分銅酒造 ⾦分銅 下松市
⼭⼝ ⼋百新酒造株式会社 雁⽊ 岩国市
⼭⼝ 有限会社堀江酒場 ⾦雀 岩国市 ★
⼭⼝ 村重酒造株式会社 ⾦冠⿊松 岩国市
⼭⼝ 旭酒造株式会社 獺祭 岩国市 あさひしゅぞう︓朝⽇酒造/新潟・旭酒造/⼭⼝・旭⽇酒造/島根・朝⽇酒造/福井のほか、⿊糖焼
⼭⼝ 酒井酒造株式会社 五橋 岩国市
⼭⼝ ⼭城屋酒造株式会社 杉姫 ⼭⼝市
⼭⼝ ⾦光酒造株式会社 ⼭頭⽕ ⼭⼝市 ⾦光（かねみつ）酒造は広島と⼭⼝にある
⼭⼝ 新⾕酒造株式会社 和可娘 ⼭⼝市
⼭⼝ 永⼭酒造合名会社 ⼤泉 ⼭陽⼩野⽥市
⼭⼝ 株式会社中島屋酒造場 中島屋 周南市
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⼭⼝ 株式会社⼭縣本店 かほり 周南市
⼭⼝ 株式会社はつもみぢ 原⽥ 周南市
⼭⼝ 男⾃慢酒造株式会社 男⾃慢 周南市
⼭⼝ ⼤津酒類醸造有限会社 みすゞ ⻑⾨市
⼭⼝ ⼩崎酒造株式会社 ⻘海島 ⻑⾨市
⼭⼝ 中村酒造株式会社 宝船 萩市
⼭⼝ ⼋千代酒造合名会社 ⼋千代 萩市
⼭⼝ 有限会社岡崎酒造場 ⻑⾨峡 萩市
⼭⼝ 岩崎酒造株式会社 ⻑陽福娘 萩市 ドーム型アーケード商店街にある酒蔵（⽇本に4蔵あるうちの1つ）
⼭⼝ 株式会社澄川酒造場 東洋美⼈ 萩市
⼭⼝ ⼤嶺酒造株式会社 Ohmine 美祢市

⼭⼝、27か所（会社27，醸造所・⼯場27）
⾹川 勇⼼酒造株式会社 勇⼼ 綾歌郡綾川町
⾹川 綾菊酒造株式会社 綾菊 綾歌郡綾川町 ★　　飯⽥商事
⾹川 川鶴酒造株式会社 ⼤瀬⼾ 観⾳寺市
⾹川 ⼩⾖島酒造株式会社 森 ⼩⾖郡⼩⾖島町 2019年森國酒造から、⼩⾖島酒造に
⾹川 有限会社丸尾本店 凱陣 仲多度郡琴平町
⾹川 ⻄野⾦陵株式会社 ⾦陵 仲多度郡琴平町 ★　　⾦⼑⽐羅宮のお神酒をつくる

⾹川、6か所（会社6，醸造所・⼯場6）
徳島 津乃峰酒造株式会社 阿波美⼈ 阿南市
徳島 近清酒造 ⼊鶴 阿南市 ★
徳島 ⽇新酒類株式会社 太閤酒造場 瓢太閤 阿波市 本社（すだち酎などを⽣産）は板野郡上板町　ジンも製造
徳島 可楽智酒造株式会社 可楽智 三好郡東みよし町
徳島 芳⽔酒造有限会社 芳⽔ 三好市
徳島 合名会社中和商店 今⼩町 三好市
徳島 ⽮川酒造株式会社 笹緑 三好市
徳島 三芳菊酒造株式会社 三芳菊 三好市
徳島 有限会社定作酒類醸造場 桂華 勝浦郡勝浦町
徳島 吉⽥酒造株式会社 蘭⽟ 徳島市
徳島 吉本醸造株式会社 南國⼀ 徳島市
徳島 株式会社近藤松太郎商店 旭牡丹 徳島市
徳島 有限会社齋藤酒造場 御殿桜 徳島市
徳島 株式会社勢⽟ 勢⽟ 徳島市
徳島 那賀酒造有限会社 旭若松 那賀郡那賀町 ★＋
徳島 司菊酒造株式会社 司菊・喜来 美⾺市 ノヴィルグループ
徳島 花乃春酒造株式会社 花乃春 鳴⾨市
徳島 鳴⾨酒造株式会社 圓滑 鳴⾨市
徳島 株式会社本家松浦酒造場 鳴⾨鯛 鳴⾨市

徳島、19か所（会社19，醸造所・⼯場19）
愛媛 合名会社武智酒店 武⼠⼼ 伊予郡松前町
愛媛 佐々⽊酒造合名会社 ⼋重菊 伊予郡砥部町
愛媛 かち鶴酒造株式会社 かち鶴⼀ 伊予郡砥部町
愛媛 協和酒造株式会社 初雪盃 伊予郡砥部町
愛媛 徳本酒造合名会社 初鷹 伊予市
愛媛 ⻄本酒造株式会社 ⼤番 宇和島市 ★
愛媛 名⾨サカイ株式会社 天赦 宇和島市 ★★★
愛媛 ⾚松本家酒造株式会社 泰⼭ 宇和島市
愛媛 森松酒造場 菊間美⼈ 越智郡菊間町
愛媛 千代の⻲酒造株式会社 千代の⻲ 喜多郡内⼦町 ★＋　　2013年、⻲岡酒造から社名変更
愛媛 酒六酒造株式会社 京ひな 喜多郡内⼦町
愛媛 株式会社⼋⽊酒造部 ⼭丹正宗 今治市
愛媛 梅錦⼭川株式会社 梅錦 四国中央市 ⽩鶴の傘下
愛媛 今村酒造合資会社 豊稔 四国中央市
愛媛 雪雀酒造株式会社 雪雀 松⼭市
愛媛 ⽔⼝酒造株式会社 道後蔵酒 松⼭市 ジンも製造
愛媛 栄光酒造株式会社 酒仙栄光 松⼭市
愛媛 後藤酒造株式会社 久⽶の井 松⼭市 ★★　　ed.3.3 追記︓2021年3⽉末で酒造から撤退と判明、会社は不動産管理業で継続
愛媛 桜うづまき酒造株式会社 桜うづまき 松⼭市
愛媛 雪娘酒造株式会社 雪娘 上浮⽳郡久万⾼原町
愛媛 近藤酒造株式会社 華姫桜 新居浜市 ジンも製造　　近藤酒造は新潟、群⾺、愛媛にある
愛媛 ⾸藤酒造株式会社 寿喜⼼ ⻄条市
愛媛 武⽥酒造株式会社 媛⼀会 ⻄条市
愛媛 成⿓酒造株式会社 賀儀屋 ⻄条市
愛媛 秋川酒造株式会社 御國鶴 ⻄条市
愛媛 ⽯鎚酒造株式会社 ⽯鎚 ⻄条市
愛媛 ⽥坂酒造・蔵本屋本店 ⾏光・市兵衛 ⻄条市
愛媛 中城本家酒造合名会社 尾根越えて ⻄予市
愛媛 株式会社元⾒屋酒店 開明 ⻄予市
愛媛 池⽥屋・最進酒造合名会社 ⽟川 ⻄予市
愛媛 宇都宮酒造株式会社 千⿃ ⻄予市
愛媛 養⽼酒造株式会社 ⾵の⾥ ⼤洲市
愛媛 島⽥酒造株式会社 ⼩富⼠ 東温市
愛媛 梅美⼈酒造株式会社 梅美⼈ ⼋幡浜市
愛媛 ⼩泉酒造株式会社 鯉の勢 ⼋幡浜市
愛媛 川⻲酒造合資会社 川⻲ ⼋幡浜市
愛媛 松⽥酒造株式会社 宮乃舞 ⻄宇和郡伊⽅町
愛媛 有限会社正⽊正光酒造場 野武⼠ 北宇和郡松野町

 愛媛、38か所（会社38，醸造所・⼯場38）　→　愛媛、37か所（会社37，醸造所・⼯場37）
⾼知 ⼟佐鶴酒造株式会社 ⼟佐鶴 安芸郡安⽥町 ★
⾼知 有限会社南酒造場 南 安芸郡安⽥町
⾼知 有限会社仙頭酒造場 ⼟佐しらぎく 安芸郡芸⻄村
⾼知 有限会社濵川商店 美丈夫 安芸郡⽥野町
⾼知 菊⽔酒造株式会社 菊⽔ 安芸市 ラムも製造　　きくすいしゅぞう︓菊⽔酒造/新潟・喜久⽔酒造/⻑野・菊⽔酒造/⾼知・喜久⽔酒造
⾼知 有限会社有光酒造場 安芸⻁ 安芸市
⾼知 ⾼⽊酒造株式会社 豊の梅 ⾹南市
⾼知 松尾酒造株式会社 松翁 ⾹美市
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⾼知 株式会社アリサワ ⽂佳⼈ ⾹美市
⾼知 司牡丹酒造株式会社 司牡丹 ⾼岡郡佐川町 ★★
⾼知 株式会社無⼿無冠 無⼿無冠 ⾼岡郡四万⼗町
⾼知 ⽂本酒造株式会社 桃太郎 ⾼岡郡四万⼗町
⾼知 有限会社⻄岡酒造店 久礼 ⾼岡郡中⼟佐町 ★
⾼知 酔鯨酒造株式会社　⻑浜蔵・⼟佐蔵 酔鯨 ⾼知市・⼟佐市 ⻑浜蔵（本社）と⼟佐蔵（新⼯場）がある
⾼知 藤娘酒造株式会社 藤娘 四万⼗市
⾼知 ⾼知酒造株式会社 桂浜 瀧嵐
⾼知 ⼟佐酒造株式会社 桂⽉ ⼟佐郡⼟佐町 「桂⽉」ブランド︓⾼知と福井にある
⾼知 ⻲泉酒造株式会社 ⻲泉 ⼟佐市

⾼知、18か所（会社18，醸造所・⼯場19）
福岡 株式会社いそのさわ 磯乃澤 うきは市
福岡 星隈酒造株式会社 友ひさご みやま市
福岡 野⽥酒造株式会社 千代錦 みやま市
福岡 株式会社池⽥屋 池泉 みやま市
福岡 菊美⼈酒造株式会社 菊美⼈ みやま市 ★＋
福岡 ⼤⾥酒造株式会社 ⿊⽥武⼠ 嘉穂郡嘉穂町
福岡 梅ヶ⾕酒造株式会社 梅ヶ⾕ 嘉⿇市
福岡 寒北⽃酒造株式会社 寒北⽃ 嘉⿇市 ★＋
福岡 ⽐翼鶴酒造株式会社 ⽐翼鶴 久留⽶市
福岡 萬年⻲酒造株式会社 萬年⻲ 久留⽶市
福岡 株式会社花の露 花の露 久留⽶市 ★＋
福岡 ⼭の壽酒造株式会社 ⼭の壽 久留⽶市
福岡 合名会社⼭⼝酒造場 庭のうぐいす 久留⽶市
福岡 合資会社若⽵屋酒造場 若⽵屋 久留⽶市 ★★
福岡 瑞穂錦酒造株式会社 瑞穂錦 久留⽶市
福岡 株式会社杜の蔵 杜の蔵 久留⽶市
福岡 旭菊酒造株式会社 旭菊 久留⽶市
福岡 池⻲酒造株式会社 池⻲ 久留⽶市
福岡 鷹正宗株式会社 鷹正宗 久留⽶市
福岡 千年乃松酒造株式会社 千年乃松 久留⽶市
福岡 筑紫の誉酒造株式会社 筑紫の誉 久留⽶市
福岡 林⿓平酒造場 九州菊 京都郡みやこ町 組合では林酒造場
福岡 翁酒造株式会社 稲⽥重造 古賀市
福岡 ⾶⿓酒造株式会社 筑後川 三井郡⼤⼑洗町
福岡 株式会社みいの寿 みいの寿 三井郡⼤⼑洗町
福岡 ⽟⽔酒造合資会社 ⽟⽔ 三池郡⾼⽥町
福岡 有限会社⽩⽷酒造 ⽥中六五 ⽷島市
福岡 有限会社鷲頭酒造場 稲の寿 宗像市
福岡 合資会社伊⾖本店 ⻲の尾 宗像市 ★＋
福岡 勝屋酒造合名会社 沖ノ島 宗像市 ★
福岡 森⼭酒造株式会社 ⽉の桂 ⼩郡市
福岡 株式会社⼩林酒造本店 萬代 糟屋郡宇美町 ★　「⼩林酒造」が北海道・栃⽊に、「⼩林酒造場」が千葉にある（埼⽟の⼩林酒造は酒造を⾏って
福岡 光酒造株式会社 ⻄乃蔵 糟屋郡粕屋町
福岡 若波酒造合名会社 蜻蛉 ⼤川市
福岡 株式会社蔵内堂 清⼒ ⼤川市
福岡 江頭酒造合資会社 旭盛 ⼤牟⽥市
福岡 ⾼野酒造場 興⽟ 築上郡上⽑町
福岡 ⼤賀酒造株式会社 ⽟出泉 筑紫野市 ★★
福岡 ⽚岡酒造場 福稲 朝倉郡東峰村
福岡 株式会社安岡酒造場 あさ喜久 朝倉市
福岡 株式会社篠崎 国菊 朝倉市
福岡 福太郎株式会社 福太郎 ⽥川郡添⽥町
福岡 ⼾渡酒造株式会社 豊駒 ⽥川郡添⽥町
福岡 旭松酒造株式会社 旭松 ⼋⼥郡⿊⽊町
福岡 福島酒造株式会社 花宗 ⼋⼥市
福岡 株式会社⾼橋商店 繁桝 ⼋⼥市 ★＋
福岡 株式会社喜多屋 寒⼭⽔ ⼋⼥市
福岡 合資会社 後藤酒造場 藤娘 ⼋⼥市 ★★　　（資）後藤酒造場と 後藤酒造（資）がある
福岡 瑞穂菊酒造株式会社 瑞穂菊 飯塚市
福岡 花関酒造株式会社　 花の関 福岡市
福岡 浜地酒造株式会社 杉能舎 福岡市
福岡 ⽯蔵酒造株式会社 如⽔ 福岡市
福岡 綾杉酒造場 綾杉 福岡市 ★　　2021年7⽉末で蔵じまいを予告　店舗は継続
福岡 豊村酒造有限会社 豊盛 福津市
福岡 溝上酒造株式会社 天⼼ 北九州市
福岡 無法松酒造有限会社 無法松 北九州市
福岡 柳川酒造株式会社 国の寿 柳川市 元の⽬野酒造株式会社
福岡 後藤酒造 合資会社 豊の寿 豊前市 （資）後藤酒造場と 後藤酒造（資）がある

 福岡、58か所（会社58，醸造所・⼯場58）　→　福岡、57か所（会社57，醸造所・⼯場57）
佐賀 松浦⼀酒造株式会社 松浦⼀ 伊万⾥市 ★＋
佐賀 合名会社樋渡酒造場 ⼤洋潮 伊万⾥市
佐賀 川浪酒造合名会社 富⼠の雪 伊万⾥市
佐賀 古伊万⾥酒造有限会社 古伊万⾥ 伊万⾥市
佐賀 井⼿酒造有限会社 ⻁乃児 嬉野市
佐賀 五町⽥酒造株式会社 東⼀ 嬉野市
佐賀 瀬頭酒造株式会社 東⻑ 嬉野市 ★
佐賀 中島酒造合資会社 不⽼⻑寿 杵島郡江北町 ★★　中島酒造（資）と中島酒造場がある 　ed.3.3 追記︓廃業と判明
佐賀 窓乃梅酒造株式会社 窓乃梅 佐賀市 ★★
佐賀 ⼤和酒造株式会社 肥前杜⽒ 佐賀市 ⼤関の関連会社、2013年に⽥中酒造（★★）を統合
佐賀 吉武酒造場 御宴 佐賀市
佐賀 天吹酒造合資会社 天吹 三養基郡みやき町 ★★
佐賀 合資会社基⼭商店 基峰鶴 三養基郡基⼭町
佐賀 富久千代酒造有限会社 鍋島 ⿅島市
佐賀 有限会社⾺場酒造場 能古⾒ ⿅島市 ★
佐賀 ⽮野酒造株式会社 権右衛⾨ ⿅島市 ★
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佐賀 合資会社光武酒造場 光武 ⿅島市 ★★　　ジンも製造
佐賀 株式会社峰松酒造場 肥前浜宿 ⿅島市
佐賀 幸姫酒造株式会社 幸姫 ⿅島市
佐賀 中島酒造場 君恩 ⿅島市 ★★　　中島酒造（資）と中島酒造場がある
佐賀 天⼭酒造株式会社 天⼭・七⽥ ⼩城市
佐賀 ⼩柳酒造株式会社 ⾼砂⾦漿 ⼩城市
佐賀 光栄菊酒造株式会社 光栄菊 ⼩城市
佐賀 株式会社松尾酒造場 宮の松 ⻄松浦郡有⽥町
佐賀 宗政酒造株式会社 宗政 ⻄松浦郡有⽥町
佐賀 東鶴酒造株式会社 東鶴 多久市
佐賀 鳴滝酒造株式会社 聚楽太閤 唐津市 ⼤関の関連会社
佐賀 ⼩松酒造株式会社 万齢 東松浦郡

 佐賀、28か所（会社28，醸造所・⼯場28）　→　佐賀、27か所（会社27，醸造所・⼯場27）
⻑崎 重家酒造株式会社 よこやま 壱岐市　＞壱岐島 2018年に壱岐島内に清酒蔵を新造
⻑崎 壱岐の蔵酒造株式会社 ⼼意気 壱岐市　＞壱岐島
⻑崎 あい娘酒造合資会社 あい娘 雲仙市
⻑崎 合資会社伊藤酒造場 東露 雲仙市 「伊藤酒造場」は⻑崎に、「伊藤酒造」は三重と福井に、「伊東酒造」は⻑野にある
⻑崎 潜⿓酒造株式会社 精霊流し 佐世保市 ★★
⻑崎 梅ケ枝酒造株式会社 梅ケ枝 佐世保市 ★
⻑崎 河内酒造合名会社 ⽩嶽 対⾺市　＞対⾺（島）
⻑崎 合資会社⼭崎本店酒造場 普賢岳 島原市
⻑崎 今⾥酒造株式会社 六⼗餘洲 東彼杵郡波佐⾒町
⻑崎 合資会社太⽥酒造場 ⻲の池 南⾼来郡
⻑崎 合資会社加藤酒造場 あさひ登 南⾼来郡有明町
⻑崎 合資会社吉⽥屋 清泉⽯上流 南島原市
⻑崎 浦川酒造株式会社 ⼀鶴 南島原市
⻑崎 福⽥酒造株式会社 福⽥ 平⼾市　＞平⼾島 ★★
⻑崎 有限会社森酒造場 ⾶鸞 平⼾市　＞平⼾島
⻑崎 株式会社杵の川 杵の川 諫早市 創業時は黎明酒造　充填機のレイメイ製作所

⻑崎、16か所（会社16，醸造所・⼯場16）
⼤分 常徳屋酒造場 常徳屋 宇佐市
⼤分 縣屋酒造株式会社 双葉⼭ 宇佐市 ★＋　　⼤分銘醸（★＋）ではなく、縣屋酒造が運営
⼤分 株式会社⼩松酒造場 豊潤 宇佐市
⼤分 久保酒造株式会社 華え 宇佐市 ★
⼤分 三和酒類（株） 和⾹牡丹 宇佐市 焼酎⼤⼿の「いいちこ」　ワインも製造
⼤分 藤居酒造株式会社 ⿓梅 ⾅杵市 藤居︓⼤分に藤居酒造と藤居本家（焼酎）、滋賀に藤居本家
⼤分 ⼩⼿川酒造株式会社 宗鱗 ⾅杵市
⼤分 株式会社久家本店 ⼀の井⼿ ⾅杵市
⼤分 有限会社中野酒造 智恵美⼈ 杵築市
⼤分 ⼩野酒造有限会社 豊後男酒 杵築市
⼤分 ⼋⿅酒造株式会社 ⼋⿅ 玖珠郡九重町 ⼋⿅酒造は⼤分（やつしか）と兵庫（ようか）にある
⼤分 ⻲の井酒造合資会社 ⻲の井 玖珠郡玖珠町 ★＋
⼤分 有限会社⽮野酒造場 松乃露 国東市
⼤分 萱島酒造有限会社 ⻄の関 国東市
⼤分 ぶんご銘醸株式会社 鶴城 佐伯市
⼤分 ⼤地酒造（株） 花笑み・⿓爽⾹（さちかぜ） 佐伯市 2020年1⽉、佐伯市上浦に新⼯場
⼤分 倉光酒造合名会社 倉光 ⼤分市
⼤分 佐藤酒造株式会社 千⽻鶴 ⽵⽥市
⼤分 ⻄の誉銘醸株式会社 ⻄の誉 中津市
⼤分 ⽼松酒造株式会社 ⼭⽔ ⽇⽥市 ★　　⽼松酒造は⼤分と兵庫にある、兵庫には伊丹⽼松酒造もある
⼤分 株式会社井上酒造 ⾓の井 ⽇⽥市
⼤分 クンチョウ酒造株式会社 薫⻑ ⽇⽥市
⼤分 ⼭⽥酒造場 豊乃関 豊後⾼⽥市
⼤分 浜嶋酒造合資会社 鷹来屋 豊後⼤野市
⼤分 吉良酒造合資会社 吉良 豊後⼤野市
⼤分 有限会社⿇⽣本店 豊後富⼠ 由布市

⼤分、26か所（会社26，醸造所・⼯場26）
熊本 ⼭村酒造合名会社 れいざん 阿蘇郡⾼森町 ★
熊本 河津酒造株式会社 七歩蛇 阿蘇郡⼩国町
熊本 室原合名会社 和⽥志ら露 阿蘇郡南⼩国町
熊本 ⻲萬酒造合資会社 ⻲萬 葦北郡津奈⽊町
熊本 株式会社美少年 美少年 菊池市
熊本 花の⾹酒造株式会社 花の⾹ ⽟名郡和⽔町
熊本 株式会社熊本県酒造研究所 ⾹露 熊本市
熊本 瑞鷹株式会社　川尻本蔵 瑞鷹 熊本市 瑞鷹 東肥蔵で「⾚酒」（灰持酒）を製造
熊本 千代の園酒造株式会社 千代の園 ⼭⿅市 「⾚酒」（灰持酒）も製造
熊本 ⼭都酒造株式会社 酒⼀番 上益城郡⼭都町
熊本 通潤酒造株式会社 通潤 上益城郡⼭都町 ★

熊本、11か所（会社11，醸造所・⼯場11）
宮崎 千徳酒造株式会社 千徳 延岡市
宮崎 雲海酒造株式会社 綾蔵 登喜⼀ 東諸県郡 焼酎⼤⼿の「雲海」　ワインも製造

⼤分、2か所（会社2，醸造所・⼯場2）
⿅児島 濱⽥酒造株式会社 薩摩⾦⼭蔵 薩州正宗 いちき串⽊野市 焼酎⼤⼿の「海童」　2012年に⿅児島で40年ぶりの清酒醸造を開始
⿅児島 ⻄酒造株式会社 天賦 ⽇置市 焼酎⼤⼿の「宝⼭」　2020年に⿅児島で2番⽬の清酒醸造を開始　ウイスキーも製造

⿅児島、2か所（会社2，醸造所・⼯場2）
沖縄 泰⽯酒造株式会社 黎明 うるま市 1967年、沖縄で唯⼀の清酒醸造を開始

沖縄、1か所（会社1，醸造所・⼯場1）

全国の清酒蔵元の数︓ 1,461か所（＋福島で避難中3）
 修正　1,454か所  ←ed.3.3で8社の廃業（茨城、千葉、⼭梨x2、京都、広島、愛媛、佐賀ーグレー⽂字）、1社の新規開業（⻑野ー⻘⽂字）が判明
修正　1,457か所 ←ed.4で調査時点を2022年1⽉1⽇に。2社の廃業（奈良、福岡ーグレー⽂字）、5社の新規開業・輸出専⽤免許（北海道、秋⽥、新潟、東京、島根ー⻘⽂字）を修正追

(end of paper 210725-0811-0818-0924-29-220111/tk)
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