
⽇本の焼酎・泡盛蔵元リストと、県別の蔵元数 （2021年7⽉1⽇時点）（2022年1⽉1⽇時点）

 修正→333 rev.1

修正→334 rev.2（調査時点を2021年7⽉1⽇から2022年1⽉1⽇に変更、半年間の実質的な増減はない）

掲載基準︓ 「本格焼酎」と「泡盛」の製造者リスト。全国の焼酎製造者を網羅するため、「甲⼄混和」の製造者や「甲類が主⼒だが混和もつくる」製造者も掲載する場合がある。
「焼酎が主業」の会社をカウント。清酒と焼酎を造る場合、「焼酎売上が清酒売上より多い」あるいは「清酒売上が多いが焼酎ブランドも有⼒」または「焼酎専⽤蔵を持つ」会社をカウントする。
「焼酎もつくるが清酒が主」の会社は、原則的にカウントしない。（「焼酎蔵元ではなく清酒蔵元である」という認識）
カウントする・しないは、当社の判断（2021年の状況による判断）による。判断基準を⽰す意味で、焼酎も造るがカウントしない蔵元を「参考」として各県で併記している。
複数の「蒸溜所・⼯場」がある場合のカウント⽅法︓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。

資料作成︓2021.07.25　rev.1.2021.09.24/29　rev.2.2022.01.11
※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 その種類 市区町村 コメント
北海道 札幌酒精⼯業（株）厚沢部⼯場 喜多⾥ 芋、昆布、ジャガイ檜⼭郡厚沢部町 本社は札幌　甲類やワインも製造
北海道 合同酒精（株）旭川⼯場（オエノン） 鍛⾼譚、⻩⾦譚 しそ、昆布 旭川市 甲⼄混和だがリスト掲載

北海道・参考 （有）⼆世古酒造 焼酎もつくるが、清酒メイン→焼酎リストでカウントせず
北海道・参考 国稀酒造（株） 焼酎もつくるが、清酒メイン→焼酎リストでカウントせず
北海道・参考 合同酒精・苫⼩牧⼯場 アルコールの⼯場

⻘森 六趣醸造⼯房（六ヶ所地域振興開発株式会六趣 ⻑芋 上北郡六ヶ所村 2006年蒸溜所設⽴、⻑芋の焼酎
⻘森 株式会社 泉農場 新郷醸造所 郷の華 ⻑芋 三⼾郡新郷村 2007年蒸溜所設⽴、⻑芋の焼酎

⻘森・参考 六花酒造株式会社 焼酎もつくるが、清酒メイン→焼酎リストでカウントせず
⻘森・参考 鳩正宗株式会社 焼酎もつくるが、清酒メイン→焼酎リストでカウントせず

岩⼿ （該当なし）
岩⼿・参考 株式会社あさ開 焼酎もつくるが、清酒メイン→焼酎リストでカウントせず
岩⼿・参考 菊の司酒造株式会社 焼酎もつくるが、清酒メイン→焼酎リストでカウントせず

秋⽥ 秋⽥県醗酵⼯業株式会社（オエノン） ブラックストーン 酒粕 湯沢市 甲類主⼒、清酒もつくる
秋⽥・参考 秋⽥酒類製造株式会社 焼酎もつくるが、清酒メイン→焼酎リストでカウントせず
秋⽥・参考 両関酒造株式会社 焼酎もつくるが、清酒メイン→焼酎リストでカウントせず

宮城 （該当なし）
宮城・参考 株式会社⼭和酒造店 焼酎もつくるが、清酒メイン→焼酎リストでカウントせず
宮城・参考 株式会社平孝酒造 焼酎もつくるが、清酒メイン→焼酎リストでカウントせず

⼭形 株式会社⾦⿓ 爽 ⽶ 酒⽥市 甲や甲⼄混和だがリスト掲載
⼭形・参考 ⾼⽊酒造株式会社（⼗四代） 焼酎もつくるが、清酒メイン→焼酎リストでカウントせず
⼭形・参考 楯の川酒造株式会社 焼酎もつくるが、清酒メイン→焼酎リストでカウントせず

福島 奥会津蒸留所・合同会社 ねっか ねっか ⽶ 南会津郡只⾒町 2016年設⽴、只⾒町の⽶による焼酎　2021年6⽉に⽇本初の輸出専⽤清
福島・参考 奥の松酒造株式会社 焼酎もつくるが、清酒メイン→焼酎リストでカウントせず
福島・参考 末廣酒造株式会社 焼酎もつくるが、清酒メイン→焼酎リストでカウントせず

新潟 ⼋海醸造株式会社（⼋海⼭）深沢原蔵 よろしく千萬あるべし ⽶ 南⿂沼市 清酒が主⼒だが、「深沢原蔵」は焼酎専⽤の蔵
新潟 美峰酒類株式会社・新潟⽀社 こしひかり ⽶ ⻑岡市 主⼒は醸造⽤アルコールだが、焼酎も製造

新潟・参考 吉乃川株式会社 焼酎もつくるが、清酒メイン→焼酎リストでカウントせず
新潟・参考 菊⽔酒造株式会社 焼酎もつくるが、清酒メイン→焼酎リストでカウントせず

⻑野 芙蓉酒造協同組合 天⼭⼾隠 そば 佐久市 清酒もつくるが、焼酎が主⼒
⻑野・参考 千曲錦酒造株式会社 焼酎もつくるが、清酒メイン→焼酎リストでカウントせず
⻑野・参考 橘倉酒造株式会社 焼酎もつくるが、清酒メイン→焼酎リストでカウントせず

茨城 （資）剛烈富永酒造店 ⾦砂郷・⿓の⼦ そば・芋 常陸太⽥市 清酒と焼酎でカウント
茨城 明利酒類株式会社 漫遊記 芋・⽶・⻨ ⽔⼾市 清酒と焼酎でカウント

茨城・参考 来福酒造株式会社 焼酎もつくるが、清酒メイン→焼酎リストでカウントせず
茨城・参考 合資会社椎名酒造店 焼酎もつくるが、清酒メイン→焼酎リストでカウントせず

千葉 和倉酒造株式会社・貞元蔵（焼酎専⽤蔵）あずま⼩町 芋 君津市 貞元蔵は焼酎　⽵岡蔵が清酒
千葉・参考 株式会社飯沼本家 焼酎もつくるが、清酒メイン→焼酎リストでカウントせず
千葉・参考 宝酒造・松⼾⼯場 焼酎も充填するが、蒸留を⾏っていないので、焼酎リストでカウントせず
千葉・参考 合同酒精・東京⼯場（所在は松⼾） 焼酎も充填するが、蒸留を⾏っていないので、焼酎リストでカウントせず
千葉・参考 ニッカウヰスキー・柏⼯場 焼酎「⼀番札」「ザ・⻨焼酎」も⽣産するが、ウイスキー主⼒なのでカウントせず

埼⽟ （該当なし）
埼⽟・参考 ⿇原酒造株式会社 焼酎もつくるが、清酒メイン→焼酎リストでカウントせず
埼⽟・参考 株式会社釜屋 焼酎もつくるが、清酒メイン→焼酎リストでカウントせず

栃⽊ 株式会社⽩相酒造 とちあかね ⻨、芋 那須郡那珂川町 清酒が主⼒だが焼酎も有⼒
栃⽊・参考 天鷹酒造株式会社 焼酎もつくるが、清酒メイン→焼酎リストでカウントせず
栃⽊・参考 ⻄堀酒造株式会社 焼酎もつくるが、清酒メイン→焼酎リストでカウントせず

東京 有限会社⾕⼝酒造（⼤島） 御神⽕ ⻨・芋 ＞⼤島 東京の島嶼部
東京 株式会社宮原（新島） 嶋⾃慢 芋 ＞新島 東京の島嶼部
東京 三宅島酒造株式会社（三宅島） 雄⼭⼀ ⻨ ＞三宅島 東京の島嶼部
東京 樫⽴酒造株式会社（⼋丈島） 島の華 ⻨ ＞⼋丈島 東京の島嶼部
東京 坂下酒造有限会社（⼋丈島） ⿊潮 芋＋⻨ ＞⼋丈島 東京の島嶼部
東京 ⼋丈興発株式会社（⼋丈島） 情け嶋 芋 ＞⼋丈島 東京の島嶼部
東京 ⼋丈島酒造合名会社（⼋丈島） 江⼾酎 芋 ＞⼋丈島 東京の島嶼部
東京 ⻘ヶ島酒造合資会社（⻘ヶ島） ⻘酎 芋 ＞⻘ヶ島 東京の島嶼部
東京 神津島酒造株式会社（神津島） 若盛 ⻨ ＞神津島 東京の島嶼部

東京・参考 ⼩澤酒造株式会社 焼酎もつくるが、清酒メイン→焼酎リストでカウントせず
神奈川 （該当なし）

神奈川・参考 ⻩⾦井酒造株式会社 焼酎もつくるが、清酒メイン→焼酎リストでカウントせず
神奈川・参考 久保⽥酒造株式会社 焼酎もつくるが、清酒メイン→焼酎リストでカウントせず

⼭梨 株式会社サン.フーズ ⿊⼒ 芋 甲州市 rev.1追記︓みりん、ウイスキーも製造　2021年、アサヒからサントネージュワ
⼭梨・参考 笹⼀酒造 焼酎もつくるが、清酒メイン→焼酎リストでカウントせず

群⾺ 美峰酒類株式会社 上州むぎ焼酎 ⻨ ⾼崎市 清酒もつくるが焼酎が主⼒
群⾺ サッポロビール 群⾺尾島⼯場 トライアングルこいむぎ ⻨ 太⽥市 甲や甲⼄混和だがリスト掲載　キッコーマンから引き継いだ⼯場　群⾺⽊崎⼯

群⾺・参考 浅間酒造株式会社 焼酎もつくるが、清酒メイン→焼酎リストでカウントせず
静岡 （該当なし）

静岡・参考 ⾼嶋酒造株式会社 焼酎もつくるが、清酒メイン→焼酎リストでカウントせず
静岡・参考 富⼠錦酒造株式会社 焼酎もつくるが、清酒メイン→焼酎リストでカウントせず
静岡・参考 合同酒精・清⽔⼯場 アルコールの⼯場

岐⾩ 株式会社サラダコスモ　中津川蒸溜所 ちこちこ ちこり 中津川市 野菜の⽣産・販売の会社が2006年に設⽴したた蒸溜所
岐⾩・参考 株式会社三千盛 焼酎もつくるが、清酒メイン→焼酎リストでカウントせず
岐⾩・参考 ⽟泉堂酒造株式会社 焼酎もつくるが、清酒メイン→焼酎リストでカウントせず

愛知 相⽣ユニビオ株式会社　碧南⼯場 抹茶泉 抹茶 碧南市 ⻄尾⼯場＝清酒、碧南⼯場＝焼酎

蔵元の総数＝332（当社基準による）
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愛知 福井酒造株式会社 卯の刻、四海王 芋 豊橋市 清酒をつくるが焼酎が主⼒　甲や甲⼄混和だがリスト掲載
愛知・参考 ⽢強酒造株式会社 焼酎もつくるが、清酒メイン→焼酎リストでカウントせず
愛知・参考 内藤醸造 焼酎もつくるが、清酒メイン→焼酎リストでカウントせず

三重 株式会社宮崎本店 くろみや ⻨ 四⽇市市 清酒もつくるが焼酎が主⼒　主⼒ブランドの「きんみや」は甲類
三重 株式会社伊勢萬 光年 ⻨ 伊勢市 本社⼯場で焼酎　伊勢神宮近くの内宮前⼯場で清酒

三重・参考 合名会社森本仙右衛⾨商店 焼酎もつくるが、清酒メイン→焼酎リストでカウントせず
富⼭ 北陸醗酵⼯業株式会社 ⽶騒動 ⽶、⻨など 滑川市 甲や甲⼄混和だがリスト掲載

富⼭・参考 銀盤酒造 焼酎もつくるが、清酒メイン→焼酎リストでカウントせず
富⼭・参考 若鶴酒造 焼酎もつくるが、清酒メイン→焼酎リストでカウントせず

⽯川 ⽇本醗酵化成 株式会社 ちょんがりぶし ⻨ 珠洲市 焼酎の専業
⽯川・参考 株式会社⾞多酒造 焼酎もつくるが、清酒メイン→焼酎リストでカウントせず
⽯川・参考 菊姫合資会社 焼酎もつくるが、清酒メイン→焼酎リストでカウントせず

福井 （該当なし）
福井・参考 株式会社⼀本義久保本店 焼酎もつくるが、清酒メイン→焼酎リストでカウントせず

滋賀 （該当なし）
滋賀・参考 太⽥酒造 焼酎もつくるが、清酒メイン→焼酎リストでカウントせず

奈良 農業法⼈ゆめの⾥かずら（曽爾村） 鎧嶽 ⽶ 宇陀郡曽爾村 2016年設⽴、曽爾村の⽶による焼酎の会社
奈良・参考 ⼋⽊酒造 焼酎もつくるが、梅酒や清酒メイン→焼酎リストでカウントせず

京都 （該当なし）
京都・参考 ⽉桂冠株式会社 焼酎もつくるが、清酒メイン→焼酎リストでカウントせず
京都・参考 ⻩桜株式会社 焼酎もつくるが、清酒メイン→焼酎リストでカウントせず
京都・参考 宝酒造株式会社 京都は清酒の⼯場　「純」は甲類　⼄類「⼀刻者」「よかいち」は宮崎の「⿊壁蔵

⼤阪 （該当なし）
⼤阪・参考 寿酒造株式会社 焼酎もつくるが、清酒メイン→焼酎リストでカウントせず

和歌⼭ （該当なし）
和歌⼭・参考 中野BC株式会社 焼酎もつくるが、梅酒や清酒メイン→焼酎リストでカウントせず

兵庫 （該当なし）
兵庫・参考 ⽩鶴酒造株式会社 焼酎もつくるが、清酒メイン→焼酎リストでカウントせず
兵庫・参考 沢の鶴株式会社 焼酎もつくるが、清酒メイン→焼酎リストでカウントせず
兵庫・参考 ⼤関株式会社 清酒メイン　焼酎は⼦会社の⿅児島県・吹上焼酎の製品焼酎リスト

岡⼭ 宮下酒造株式会社 ⻨じゃがあ、芋じゃがあ ⻨、芋 岡⼭市 清酒、ビール、ウイスキーも作るが、焼酎も有⼒
岡⼭・参考 株式会社辻本店 焼酎もつくるが、梅酒や清酒メイン→焼酎リストでカウントせず

広島  株式会社サクラオブルワリー&ディスティラリー達磨 芋、⻨ 廿⽇市市 清酒、ウイスキーも作るが焼酎も有⼒　2021年3⽉に中国醸造から社名変
広島・参考 江⽥島銘醸株式会社 焼酎もつくるが、梅酒や清酒メイン→焼酎リストでカウントせず

⿃取 （該当なし）
⿃取・参考 千代むすび酒造株式会社 焼酎もつくるが、清酒メイン→焼酎リストでカウントせず

島根 （該当なし）
島根・参考 隠岐酒造株式会社 焼酎もつくるが、清酒メイン→焼酎リストでカウントせず

⼭⼝ （該当なし）
⼭⼝・参考 旭酒造株式会社（獺祭） 焼酎もつくるが、清酒メイン→焼酎リストでカウントせず

⾹川 （該当なし）
⾹川・参考 ⻄野⾦陵株式会社 焼酎もつくるが、清酒メイン→焼酎リストでカウントせず

徳島 ⽇新酒類株式会社 ⿊眉⼭ 芋 板野郡上板町 清酒、梅酒も作る　主⼒ブランドの「すだち酎」は甲類ベース
徳島 株式会社鳴⾨のいも屋 鳴⾨⾦時 芋 鳴⾨市 サツマイモの菓⼦・⾷品の会社が2006年に設⽴
徳島 鳴⾨⾦時蒸留所 情留酒 芋 岡⼭市 2005年、元⽊酒造から社名変更

徳島・参考 吉本醸造株式会社 焼酎もつくるが、清酒メイン→焼酎リストでカウントせず
愛媛 株式会社媛囃⼦ ⼤師、媛囃⼦ 酒粕、栗 ⻄予市 焼酎の専業

愛媛・参考 桜うづまき酒造株式会社 焼酎もつくるが、清酒メイン→焼酎リストでカウントせず
愛媛・参考 梅錦⼭川株式会社 焼酎もつくるが、清酒メイン→焼酎リストでカウントせず

⾼知 株式会社無⼿無冠 ダバダ 栗 ⾼岡郡四万⼗町 清酒・梅酒も作るが、焼酎も有⼒
⾼知 ばうむ合同会社 天空の郷 ⽶ ⻑岡郡本⼭町 rev.2追記︓特産品焼酎免許

⾼知・参考 酔鯨酒造株式会社 焼酎もつくるが、清酒メイン→焼酎リストでカウントせず
北海道〜中国・四国︓ 41か所（リスト掲載の41か所に対する会社は40、蒸留所・⼯場は41）　→　43か所（リスト掲載の43か所に対する会社は42、蒸留所・⼯場は43）

福岡 ニッカウヰスキー（株）　⾨司⼯場 　 吟麗⽞海・⽞庵 ⻨・そば 北九州市 甲類「⼤五郎」や甲⼄混和「かのか」も製造
福岡 無法松酒造有限会社 無法松 粕取り・⻨ 北九州市 清酒の蔵元だが、焼酎でもカウント
福岡 萩尾酒造場 博多っ⼦ ⽶・⻨ 博多市 主が「焼酎」、清酒もつくる
福岡 花関酒造（株） 天神さま ⻨ 福岡市 清酒の蔵元だが、焼酎でもカウント
福岡 鷹正宗（株） 筑紫の坊主・叡醂 ⻨ 久留⽶市 清酒の蔵元だが、焼酎でもカウント
福岡 （株）杜の蔵 豪気 ⽶・⻨・そば 久留⽶市 清酒の蔵元だが、焼酎でもカウント
福岡 （株）花の露 からす ⻨ 久留⽶市 清酒の蔵元だが、焼酎でもカウント
福岡 （株）紅⼄⼥酒造 紅⼄⼥ ごま 久留⽶市
福岡 （株）楽丸酒造 和ら⻨ ⻨ 久留⽶市 サッポロの「和ら⻨」の製造元
福岡 福徳⻑酒類（株）久留⽶⼯場　 博多の華 ⻨・そば 久留⽶市 主が「焼酎」、清酒もつくる
福岡 叡醂酒造（株） 叡醂 ⻨ 久留⽶市 鷹正宗の傘下　　主が「焼酎」、清酒もつくる
福岡 （株）喜多屋 与作 ⽶・⻨ ⼋⼥市 清酒の蔵元だが、焼酎でもカウント
福岡 研醸(株) 珍・こふくろう にんじん・⻨ 三井郡⼤⼑洗町
福岡 光酒造（株） 博多⼩⼥郎 ⽶・⻨ 糟屋郡粕屋町 主が「焼酎」、清酒もつくる
福岡 ⻄吉⽥酒造（株） つくし ⻨ 筑後市 主が「焼酎」、清酒もつくる
福岡 (株)天盃 天盃 ・博多どんたく ⻨ 朝倉郡筑前町
福岡 ゑびす酒造(株) らんびき ⻨ 朝倉市
福岡 朝倉酒造（株） 帝王 ⻨芋ブレンド 朝倉市
福岡 （株）篠崎 千年の眠り ⻨ 朝倉市 清酒の蔵元だが、焼酎でもカウント
福岡 後藤酒造 合資会社 求菩提 ⻨ 豊前市 清酒の蔵元だが、焼酎でもカウント

福岡︓20か所（リスト掲載の20か所に対する会社は20、蒸留所・⼯場は20）
福岡・参考 ・・・・・・・・・ 福岡︓ 焼酎免許は39社／国税蔵元マップ（2020年11⽉30⽇）で「焼酎
福岡・参考 （株）いそのさわ うきは市 焼酎もつくるが、清酒メイン
福岡・参考 林酒造場 （林⿓平酒造場） 京都郡みやこ町 焼酎もつくるが、清酒メイン
福岡・参考 ⽐翼鶴酒造（株） 久留⽶市 焼酎もつくるが、清酒メイン
福岡・参考 （株）⼩林酒造本店 糟屋郡宇美町 焼酎もつくるが、清酒メイン
福岡・参考 旭松酒造（株） ⼋⼥郡⿊⽊町 焼酎もつくるが、清酒メイン
福岡・参考 合資会社 後藤酒造場 ⼋⼥市 焼酎もつくるが、清酒メイン

佐賀 (資)光武酒造場 魔界・舞ここち 芋・⻨ ⿅嶋市 清酒の蔵元だが、焼酎でもカウント
佐賀 宗政酒造（株） のんのこ ⻨ ⻄松浦郡有⽥町 2002年に有⽥に移転　　清酒の蔵元だが、焼酎でもカウント
佐賀 ⼤和酒造（株） （やまと） 菱娘・⽵伝説 ⻨ 佐賀市 清酒の蔵元だが、焼酎でもカウント
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佐賀 ⼩松酒造（株） おおち ⽶ 唐津市 清酒の蔵元だが、焼酎でもカウント
佐賀 天⼭酒造（株） 七⽥ 粕取り・⻨ ⼩城郡⼩城町 清酒の蔵元だが、焼酎でもカウント
佐賀 鳴滝酒造㈱ ヤマフル・⼤唐津 粕取り・⽶ 唐津市 清酒の蔵元だが、焼酎でもカウント

佐賀︓6か所（リスト掲載の6か所に対する会社は6、蒸留所・⼯場は6）
佐賀・参考 ・・・・・・・・・ 佐賀︓ 焼酎免許は10社／国税蔵元マップ（2020年11⽉30⽇）で「焼酎
佐賀・参考 窓乃梅酒造（株） 佐賀市 焼酎は製造休⽌　清酒メイン
佐賀・参考 天吹酒造（資） 三養基郡みやき町 焼酎もつくるが、清酒メイン
佐賀・参考 五町⽥酒造（株） 嬉野市 焼酎もつくるが、清酒メイン

⻑崎 梅ヶ枝酒造（株） ぎんた ⻨ 佐世保市
⻑崎 (資)⼭崎本店酒造場 ⿓⾺伝 ⻨ 島原市 清酒の蔵元だが、焼酎でもカウント
⻑崎 霧氷酒造(株) ながさき満々 芋・⻨ ⻑崎市
⻑崎 (株)久保酒造場 ⻘⼀髪　 ⻨ 南島原市
⻑崎 (有)森酒造場 平⼾蘭館 ⻨ 平⼾市　＞平⼾島 清酒の蔵元だが、焼酎でもカウント
⻑崎 福⽥酒造㈱ じゃがたお春 ⾺鈴薯 平⼾市　＞平⼾島 清酒の蔵元だが、焼酎でもカウント
⻑崎 ⼤島酒造(株) いつもの奴 ⻨ ⻄海市　＞⼤島
⻑崎 壱岐の蔵酒造(株) 壱岐の娘 ⻨ 壱岐市　＞壱岐島
⻑崎 重家酒造(株) （おもや） 雪洲・ちんぐ ⽶・⻨ 壱岐市　＞壱岐島 2020年から清酒製造を開始
⻑崎 ⽞海酒造(株) 壱岐 ⻨ 壱岐市　＞壱岐島
⻑崎 (株)猿川伊⾖酒造場 猿川 ⻨ 壱岐市　＞壱岐島
⻑崎 (株)壱岐の華 壱岐の華 ⻨ 壱岐市　＞壱岐島
⻑崎 天の川酒造(株) 天の川 ⻨ 壱岐市　＞壱岐島
⻑崎 （有）⼭の守酒造場 ⼭乃守 ⻨ 壱岐市　＞壱岐島
⻑崎 河内酒造（名） やまねこ ⻨ 対⾺市　＞対⾺（島）
⻑崎 （株）五島列島酒造 五島 ⻨・芋 五島市　＞五島列島
⻑崎 五島灘酒造(株) 五島灘 芋 南松浦郡新上五島町　＞五島列島

⻑崎︓17か所（リスト掲載の17か所に対する会社は17、蒸留所・⼯場は17）
⻑崎・参考 ・・・・・・・・・ ⻑崎︓ 焼酎免許は21社／国税蔵元マップ（2020年11⽉30⽇）で「焼酎
⻑崎・参考 宝酒造・島原⼯場 島原市 アルコール製造の⼯場

⼤分 四ッ⾕酒造（有） 兼⼋ ⻨ 宇佐市
⼤分 久保酒蔵（株） 久保 ⻨ 宇佐市
⼤分 （有）常徳屋酒造場 常徳屋 ⻨ 宇佐市
⼤分 縣屋酒造（株） 安⼼院蔵 ⻨ 宇佐市 ⼤分銘醸ではなく、縣屋酒造が運営
⼤分 三和酒類（株） （本社⼯場、⽇⽥蒸留所）いいちこ ⻨ 宇佐市・⽇⽥市 本社⼯場と⽇⽥蒸留所　⽇⽥蒸留所は元、ニッカウヰスキー九州⼯場
⼤分 （株）井上酒造 初代百助 ⻨ ⽇⽥市
⼤分 ⽼松酒造（株） 閻魔 ⻨ ⽇⽥市 エルアイイーエイチの傘下
⼤分 （株）久家本店 （くげほんてん） 常蔵 ⻨ ⾅杵市
⼤分 （資）⾚嶺酒造場 どっとん ⻨ ⾅杵市
⼤分 ⼩⼿川酒造（株） ⽩寿 ⻨ ⾅杵市 フンドーキン醤油のグループ会社
⼤分 藤居酒造（株） 南町製造場 豊後の⾥ ⻨ ⾅杵市 宝酒造「知⼼剣（しらしんけん）」の製造元　藤居︓⼤分に藤居酒造と藤居
⼤分 旭酒造（株） 耶⾺美⼈ ⽶・⻨ ⼤分市
⼤分 (有)南酒造 とっぱい ⻨ 国東市
⼤分 ぶんご銘醸（株） ぶんご太郎 ⻨ 佐伯市
⼤分 萱島酒類（株） 豊後の清明 ⻨ ⽵⽥市 萱島酒造（清酒「⻄の関」）の焼酎蔵　
⼤分 ⻄の誉銘醸（株） 楕円 ⽶・⻨・芋 中津市
⼤分 ⼩野酒造（株） 由布岳 ⻨ 由布市
⼤分 （有）⿇⽣本店 奴さん ⻨ 由布市
⼤分 みろく酒造（株） ⼗王 ⻨ 杵築市 ⿅児島の太久保酒造の傘下
⼤分 ⼋⿅酒造（株） 銀座のすずめ ⻨ 玖珠郡九重町
⼤分 ⻲の井酒造 童話の⾥ ⻨ 玖珠郡玖珠町
⼤分 ⼆階堂酒造(有) ⼆階堂・吉四六 ⻨ 速⾒郡⽇出町
⼤分 牟礼鶴酒造(資) 牟礼鶴酒 ⻨ 豊後⼤野市
⼤分 藤居醸造(資) 泰明 ⻨ 豊後⼤野市 藤居︓⼤分に藤居酒造と藤居醸造、滋賀に藤居本家（清酒）

⼤分︓24か所（リスト掲載の24か所に対する会社は24、蒸留所・⼯場は25）
⼤分・参考 ・・・・・・・・・ ⼤分︓ 焼酎免許は28社
⼤分・参考 クンチョウ酒造（株） ⽇⽥市 焼酎もつくるが、清酒メイン
⼤分・参考 浜嶋酒造（資） 豊後⼤野市 焼酎は製造休⽌　清酒メイン
⼤分・参考 ⼤地酒造（株） 佐伯市 2020年1⽉の新⼯場では清酒のみ　焼酎は製造休⽌

熊本 (名)天草酒造 天草・池の露 ⽶・⻨・芋 天草市
熊本 メルシャン　⼋代不知⽕蔵 ⽩⽔ ⻨・⽶ ⼋代市
熊本 株式会社⼭⿅蒸溜所 ⼭⿅ ⽶ ⼭⿅市 2021年に「株式会社VinEx⼭⿅」から社名変更　
熊本 (資)宮原酒造場 宮の誉 ⽶ 球磨郡あさぎり町
熊本 (資)⾼⽥酒造場 あさぎりの花 ⽶ 球磨郡あさぎり町
熊本 (資)松本酒造場 萬緑 ⽶ 球磨郡あさぎり町
熊本 松の泉酒造(資) 松の泉 ⽶ 球磨郡あさぎり町
熊本 (株)堤酒造 蔵⼋ 芋 球磨郡岡原村
熊本 (有)渕⽥酒造本店 園の泉 ⽶ 球磨郡球磨村 ＜操業停⽌中＞　2020年洪⽔で被災　2022年再開の⾒通し
熊本 常楽酒造(株) 常楽 ⽶ 球磨郡錦町
熊本 六調⼦酒造(株) 六調⼦ ⽶ 球磨郡錦町
熊本 (資)⼤⽯酒造場 ⼤⽯ ⽶ 球磨郡⽔上村
熊本 (有)松下醸造場 最古蔵 ⽶ 球磨郡⽔上村
熊本 (有)林酒造場 極楽 ⽶ 球磨郡湯前町
熊本 (名)豊永酒造 豊永蔵 ⽶ 球磨郡湯前町
熊本 (株)恒松酒造本店 球磨誉・ひのひかり ⽶ 球磨郡多良⽊町
熊本 (資)宮元酒造場 九代⽬ ⽶ 球磨郡多良⽊町
熊本 抜群酒造(資) ばつぐん ⽶ 球磨郡多良⽊町
熊本 房の露(株) 房の露 ⽶ 球磨郡多良⽊町
熊本 ⽊下醸造場 ⽂蔵 ⽶ 球磨郡多良⽊町
熊本 (有)那須酒造場 球磨の泉 ⽶ 球磨郡多良⽊町
熊本 ⾼橋酒造(株) （本社、多良⽊蒸留所） ⽩岳・しろ ⽶ ⼈吉市・球磨郡多良⽊町 本社、多良⽊蒸留所の2か所がある　⾼橋酒造は新潟（清酒）にもある
熊本 (株)⽩岳酒造研究所 ⽩岳・しろ ⽶ ⼈吉市 ⾼橋酒造に隣接、関連会社
熊本 (資)寿福酒造場 武者返し ⽶ ⼈吉市
熊本 (資)⼤和⼀酒造元 温泉焼酎夢 ⽶ ⼈吉市 2020年洪⽔で被災　→　2021年4⽉から再開
熊本 (株)⿃飼酒造 ⿃飼 ⽶ ⼈吉市 本店は旧市街、斧研麹蔵、草津蒸溜所
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熊本 (株)福⽥酒造 樽神輿・はなてばこ ⽶ ⼈吉市
熊本 (資)渕⽥酒造場 Fuchita・銀の露 ⽶ ⼈吉市 ＜操業停⽌中＞　2020年洪⽔で被災　場所を変えて続ける意向
熊本 深野酒造(株) 誉の露 ⽶ ⼈吉市
熊本 繊⽉酒造(株) 繊⽉ ⽶ ⼈吉市

熊本︓30か所（リスト掲載の30か所に対する会社は30、蒸留所・⼯場は31）
熊本・参考 ・・・・・・・・・ 熊本︓ 焼酎免許は34社
熊本・参考 ・・・・・・・・・ 2020年の洪⽔被害で30社中2社が操業停⽌中（2021年7⽉現在）
熊本・参考 (株)美少年 菊池市 焼酎もつくるが、清酒メイン
熊本・参考 瑞鷹（株） 熊本市 焼酎もつくるが、清酒メイン
熊本・参考 河津酒造（名） 阿蘇郡⼩国町 焼酎もつくるが、清酒メイン
熊本・参考 花の⾹酒造（株） ⽟名郡和⽔町 焼酎もつくるが、清酒メイン
熊本・参考 千代の園酒造（株） ⼭⿅市 焼酎もつくるが、清酒メイン

宮崎 雲海酒造（株） （五ケ瀬、綾、⾼岡⼯場） 雲海 そば 宮崎市 ⼯場は五ケ瀬（⻄⾅杵郡五ヶ瀬町）、綾（東諸県郡綾町）、⾼岡⼯場（
宮崎 霧島酒造(株) （本社⼯場2カ所、志⽐⽥⼯ ⿊霧島 芋 都城市 本社⼯場2カ所、志⽐⽥⼯場2か所など
宮崎 松露酒造(株) 松の露 芋 ⽇南市
宮崎 姫泉酒造(資) 七代⽬姫野、やま⾥ ⻨・⽶ ⻄旧杵郡⽇之影町
宮崎 柳⽥酒造(名) 駒・⾚⿅⽑ ⻨ 都城市
宮崎 アカツキ酒造(資) 暁 ⽶ ⻄⾅杵郡⾼千穂町
宮崎 井上酒造(株) 飫肥杉・⼤⾦持 芋・⽶ ⽇南市
宮崎 (株)酒蔵王⼿⾨ しろ⾦滴 芋 ⽇南市 2015年に、王⼿⾨酒造（株）から社名変更
宮崎 (株)宮⽥本店 ⽇南娘 芋 ⽇南市
宮崎 (株)正春酒造 逢初 芋 ⻄都市
宮崎 (株)藤本本店 藤の露 芋 ⾅杵郡諸塚村
宮崎 (株)尾鈴⼭蒸留所 尾鈴⼭ 芋 児湯郡⽊城町 ⿊⽊本店の会社　ジン・ウイスキーの蒸留も
宮崎 岩倉酒造場 ⽉の中 芋 ⻄都市
宮崎 京屋酒造（有）桜ケ丘蔵 甕雫 芋 ⽇南市
宮崎 古澤醸造（名） ⼋重桜 芋 ⽇南市
宮崎 幸蔵酒造(株) 幸蔵 芋 串間市
宮崎 ⾼千穂酒造(株) ⾼千穂 芋 ⻄⾅杵郡⾼千穂町
宮崎 (株)⿊⽊本店 百年の孤独 芋 児湯郡⾼鍋町
宮崎 すき酒造(株) 宗⼀郎 芋 ⼩林市
宮崎 (資)⽣駒⾼原酒造 牧場の櫻 芋 ⼩林市 明⽯酒造の傘下
宮崎 佐藤焼酎製造場（株） 銀の⽔ ⻨ 延岡市
宮崎 櫻乃峰酒造（有） 平蔵 芋 ⽇南市
宮崎 寿海酒造（株） ひむか寿 芋 串間市
宮崎 ⼩⽟醸造(合) 杜⽒潤平 芋 ⽇南市
宮崎 松の露酒造(株) 松の露 芋 ⽇南市
宮崎 焼酎⽇南協同組合 ⽇南の路 芋 ⽇南市
宮崎 神楽酒造(株) ⻄都⼯場 ひむかのくろうま・天孫降臨 ⻨・芋 ⻄⾅杵郡⾼千穂町 「神楽酒造」は宮崎と三重（清酒）にある
宮崎 （株）川越酒造場 川越 芋 東諸県郡国富町
宮崎 川崎醸造場 園の露 ⽶ 東⾅杵郡諸塚村
宮崎 ⼤浦酒造(株) 百年蔵 芋 都城市
宮崎 明⽯酒造(株) 明⽉ 芋 えびの市
宮崎 （有）渡邉酒造場 萬年 芋 宮崎市
宮崎 (株)落合酒造場 蒼い永劫・⾵の梟 芋・⻨ 宮崎市
宮崎 櫻の郷酒造（株） 無⽉ 芋 ⽇南市
宮崎 （株）あくがれ蒸留所 あくがれ 芋 ⽇向市
宮崎 宝酒造・⿊壁蔵 ⼀刻者 芋 児湯郡⾼鍋町
宮崎 株式会社都城酒造 ひとめぼれ 芋 都城市

宮﨑︓37か所（リスト掲載の37か所に対する会社は37、蒸留所・⼯場は42）
宮崎・参考 ・・・・・・・・・ 宮崎︓ 焼酎免許は39、霧島酒造が2カウント・雲海酒造が2カウントなので、3

⿅児島 薩摩酒造（株）（本社・明治蔵、頴娃蒸留所さつま⽩波 芋 枕崎市 本社＋明治蔵-花渡川（けどがわ）蒸留所、頴娃（えい）蒸留所、⽕の神
⿅児島 本坊酒造（株）　⿅児島本社 ＋知覧蒸溜所桜島 芋 ⿅児島市 3箇所を別カウント　灰持酒「地酒」も製造
⿅児島 本坊酒造（株）　津貫蒸溜所 貴匠蔵 芋 南さつま市 3箇所を別カウント　現在は津貫はウイスキー蒸留が主⼒
⿅児島 本坊酒造（株）　屋久島伝承館 屋久杉 芋 ＞屋久島 3箇所を別カウント
⿅児島 三岳酒造（株） 三岳 芋 ＞屋久島
⿅児島 東酒造（株）　（ひがし） 七窪 芋 ⿅児島市 灰持酒「地酒」も製造　東酒造は⽯川（清酒）にもある　両社とも「ひがし」
⿅児島 相良酒造（株） 相良 芋 ⿅児島市
⿅児島 さつま無双（株） さつま無双 芋 ⿅児島市
⿅児島 三和酒造（株） ⿅児島藩 芋 ⿅児島市
⿅児島 ⽩⾦酒造（株） ⽩⾦乃露 芋 姶良市
⿅児島 ニッカウヰスキー（株）さつま司蒸溜蔵 さつま司 芋 姶良市 元のさつま司酒造（株）
⿅児島 ⼤⽯酒造（株） 鶴⾒ 芋 阿久根市
⿅児島 ⿅児島酒造（株）⿊瀬杜⽒伝承蔵 やきいも⿊瀬 芋 阿久根市 本社は⿅児島市
⿅児島 福徳⻑酒類（株）薩摩⼯場 さつま美⼈ 芋 阿久根市
⿅児島 ⼤⼭酒造（名） 伊佐⼤泉 芋 伊佐市
⿅児島 （株）甲斐商店 伊佐美 芋 伊佐市
⿅児島 ⼤⼝酒造（株） 伊佐錦・⿊伊佐 芋 伊佐市
⿅児島 神酒造（株） 千鶴 芋 出⽔市
⿅児島 雲海酒造（株）出⽔蔵 さつま⽊挽 芋 出⽔市
⿅児島 出⽔酒造（株） 出⽔に舞姫 芋 出⽔市 アシュランの⼦会社
⿅児島 松﨑酒造（名） ⼤⿊ 芋 いちき串⽊野市
⿅児島 ⽥崎酒造（株） さつま⿊七⼣ 芋 いちき串⽊野市
⿅児島 （有）⽩⽯酒造 天狗櫻 芋 いちき串⽊野市
⿅児島 濵⽥酒造（株）傳藏院蔵 海童 芋 いちき串⽊野市 濱⽥酒造（⿅児島県下5つのうちの1つ）
⿅児島 濵⽥酒造（株）焼酎蔵薩洲濵⽥屋伝兵衛 伝 芋 いちき串⽊野市 濱⽥酒造（⿅児島県下5つのうちの1つ）
⿅児島 若松酒造（株） 薩摩⼀・わか松 芋 いちき串⽊野市 濱⽥酒造⼦会社（⿅児島県下5つのうちの1つ）
⿅児島 薩摩⾦⼭蔵（株） ⾦⼭蔵 芋 いちき串⽊野市 濱⽥酒造⼦会社（⿅児島県下5つのうちの1つ）　⿅児島で40年ぶりの清
⿅児島 ⼤和桜酒造（株） ⼤和桜 芋 いちき串⽊野市
⿅児島 中俣酒造（株） なかまた 芋 指宿市
⿅児島 （有）⼤⼭甚七商店 薩摩の誉 芋 指宿市
⿅児島 指宿酒造（株） 利右衛⾨ 芋 指宿市
⿅児島 吉永酒造（有） 利⼋ 芋 指宿市 吉永酒造は株式会社と有限会社がある
⿅児島 ⽩露酒造（株） 匠の華 芋 指宿市
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⿅児島 ⽇當⼭醸造（株） アサヒ 芋 霧島市
⿅児島 （有）万膳酒造 万膳 芋 霧島市
⿅児島 （有）中村酒造場 ⽟露 芋 霧島市
⿅児島 アットスター（株） 蘭 芋 霧島市 2013年に⻩⾦酒造から社名変更　本社は東京
⿅児島 国分酒造(株) さつま国分 芋 霧島市 2015年に国分酒造協業組合から、株式会社に
⿅児島 （株）霧島町蒸留所 明るい農村 芋 霧島市
⿅児島 佐藤酒造（有） 佐藤 芋 霧島市
⿅児島  錦灘酒造(株)　→　きりしま⾼原⻨酒（株） てんからもん 芋 霧島市 2021年、錦灘酒造(株)を、きりしま⾼原⻨酒（株）に（統合）
⿅児島 宇都酒造（株） 天⽂館 芋 さつま市
⿅児島 （株）杜⽒の⾥笠沙 ⿊瀬杜⽒ 芋 さつま市
⿅児島 ⼭元酒造（株） 五代 芋 薩摩川内市 灰持酒「地酒」も製造
⿅児島 オガタマ酒造（株） 鉄幹 芋 薩摩川内市 ⼭元酒造の⼦会社
⿅児島 村尾酒造（資） 薩摩茶屋・村尾 芋 薩摩川内市
⿅児島 ⽥苑酒造（株） ⽥苑 芋 薩摩川内市
⿅児島 （株）祁答院蒸溜所（けどういん） ⼿造り⻘潮 主 薩摩川内市 霧島町蒸溜所の⼦会社
⿅児島 塩⽥酒造（株） 六代⽬百合 芋 薩摩川内市　＞上甑島
⿅児島 吉永酒造（株） こしき⻲五郎 芋 薩摩川内市　＞下甑島 吉永酒造は株式会社と有限会社がある
⿅児島 丸⻄酒造（株）蓬原蒸溜所 蓬乃露 芋 志布志市 2021年7⽉、合資会社から株式会社に改組
⿅児島 ⽩露カンパニー（株） 岩いずみ 芋 志布志市
⿅児島 若潮酒造（株） さつま若潮 芋 志布志市
⿅児島 太久保酒造（株） 華奴 芋 志布志市
⿅児島 農業法⼈ ⼋千代伝酒造（株）猿ヶ城渓⾕蒸⼋千代伝 芋 垂⽔市
⿅児島 （有）森伊蔵酒造 森伊蔵 芋 垂⽔市
⿅児島 ⼩正醸造（株） ⽇置蒸留蔵 ⼩鶴 芋 ⽇置市 サッポロ「からり芋」の製造　⽇置市「嘉之助蒸溜所」はウイスキーで2021年別
⿅児島 ⻄酒造（株） 薩摩宝⼭（ほうざん） 芋 ⽇置市 2020年から⿅児島2番⽬の清酒　ウイスキーも　宝⼭︓新潟に宝⼭酒造（
⿅児島 原⼝酒造（株） ⻄海の薫 芋 ⽇置市
⿅児島 知覧醸造（株） 知覧 芋 南九州市
⿅児島 ⾼良酒造（有） ⼋幡 芋 南九州市
⿅児島 （株）尾込商店 さつま寿 芋 南九州市
⿅児島 （有）佐多宗⼆商店 晴耕⾬読・⾓⽟ 芋 南九州市
⿅児島 萬世酒造（株） 萬世 芋 南さつま市 薩摩酒造⼦会社
⿅児島 吹上焼酎株式会社 ⼩松帯⼑ 芋 南さつま市 ⼤関⼦会社
⿅児島 櫻井酒造（有） ⾦峰櫻井 芋 南さつま市
⿅児島 ⽩⽟醸造（株） 魔王 芋 肝属郡錦江町
⿅児島 植園酒造（資） 園乃露 芋 薩摩郡さつま町
⿅児島 軸屋酒造（株） 紫尾の露 芋 薩摩郡さつま町
⿅児島 ⼩牧醸造（株） ⼩牧 芋 薩摩郡さつま町
⿅児島 ⼤海酒造(株) さつま⼤海 芋 ⿅屋市 元は、地元9蔵による「⼤海酒造（協）」
⿅児島 （有）神川酒造 照葉樹林 芋 ⿅屋市
⿅児島 ⼩⿅酒造（株） ⼩⿅ 芋 ⿅屋市
⿅児島 天星酒造（株） 天星醍醐 芋 曽於郡⼤崎町
⿅児島 新平酒造（株） ⼤⾦の露 芋 曽於郡⼤崎町
⿅児島 岩川醸造（株） おやっとさあ 芋 曽於市
⿅児島 ⽊場酒造（有） ⼀⼈蔵 芋 曽於市
⿅児島 ⼤隅酒造（株） ⼤隅 芋 曽於市
⿅児島 ⽥村（名） 薩摩乃⿊ 芋 揖宿郡⼭川町
⿅児島 ⻑島研醸（有） さつま島美⼈ 芋 出⽔郡⻑島町　＞⻑島本島 5つの蔵元（宮内・宮乃露・⻑⼭・杉本・南洲）の協同壜詰め⼯場
⿅児島 みしま焼酎　無垢の蔵 みしま村 芋 ＞⿊島 2017年4⽉に新規開業
⿅児島 種⼦島酒造（株） 久耀 芋 ＞種⼦島
⿅児島 ⾼崎酒造（株） しま⽢露 芋 ＞種⼦島
⿅児島 四元酒造（株） 島乃泉 芋 ＞種⼦島
⿅児島 上妻酒造（株） 南泉 芋 ＞種⼦島
⿅児島 （資）弥⽣焼酎醸造所 弥⽣ ⿊糖 ＞奄美⼤島
⿅児島 （株）⻄平本家 ⼋千代 ⿊糖 ＞奄美⼤島 濱⽥酒造⼦会社（⿅児島県下5つのうちの1つ）
⿅児島 ⻄平酒造（株） 珊瑚・加奈 ⿊糖 ＞奄美⼤島
⿅児島 （株）奄美⼤島開運酒造 れんと ⿊糖 ＞奄美⼤島 （「奄美⼤島」が社名につく3つのうちの1つ）
⿅児島 （有）富⽥酒造場 ⻯宮 ⿊糖 ＞奄美⼤島
⿅児島  奄美伝承蔵 渡酒造（株） →（株）奄美⼤あまみ六調 ⿊糖 ＞奄美⼤島 渡酒造株式会社を、2021年5⽉、奄美⼤島開運酒造を存続会社として吸収
⿅児島 奄美⼤島酒造（株） 浜千⿃乃詩 ⿊糖 ＞奄美⼤島 （「奄美⼤島」が社名につく3つのうちの1つ）
⿅児島 （有）⼭⽥酒造 あまみ⻑雲 ⿊糖 ＞奄美⼤島
⿅児島 町⽥酒造（株） ⾥の曙 ⿊糖 ＞奄美⼤島
⿅児島 朝⽇酒造（株） 朝⽇ ⿊糖 ＞喜界島
⿅児島 喜界島酒造（株） 喜界島 ⿊糖 ＞喜界島
⿅児島 ⾼岡醸造（株） 奄美・ルリカケス ⿊糖 ＞徳之島
⿅児島 （有）⻲澤酒造場 奄美 ⿊糖 ＞徳之島
⿅児島 天川酒造（株） 奄美 ⿊糖 ＞徳之島
⿅児島 中村酒造（株） 奄美 ⿊糖 ＞徳之島
⿅児島 （有）松永酒造場 奄美 ⿊糖 ＞徳之島
⿅児島 奄美酒類（株） 奄美 ⿊糖 ＞徳之島 徳之島5蔵（⻲澤、⾼岡、天川、中村、松永）の共同壜詰⼯場
⿅児島 （株）奄美⼤島にしかわ酒造 あじゃ ⿊糖 ＞徳之島 （「奄美⼤島」が社名につく3つのうちの1つ）
⿅児島 （有）沖酒造 ⽩ゆり ⿊糖 ＞沖永良部
⿅児島 （有）竿⽥酒造 えらぶ ⿊糖 ＞沖永良部
⿅児島 （有）神崎産業 えらぶ・⽩ゆり ⿊糖 ＞沖永良部
⿅児島 沖永良部酒造（株） えらぶ ⿊糖 ＞沖永良部 沖永良部4蔵（徳⽥、沖、竿⽥、神崎）の共同壜詰⼯場　沖永良部酒造を
⿅児島 新納酒造（株） 天下⼀ ⿊糖 ＞沖永良部
⿅児島 原⽥酒造（株） 昇⿓ ⿊糖 ＞沖永良部
⿅児島 有村酒造（株） 有泉 ⿊糖 ＞与論島

⿅児島︓110か所（リスト掲載の110か所に対する会社は106、蒸留所・⼯場は114）
⿅児島・参考 ・・・・・・・・・ ⿅児島︓ 以下の6つも蒸留を⾏っているので「会社は115、蒸溜所・⼯場は12
⿅児島・参考  徳⽥酒造(株)  　→　沖永良部酒造　内東蔵 稲乃露 ⿊糖 沖永良部 2020年5⽉、沖永良部酒造と合併し「沖永良部酒造　内東蔵」に
⿅児島・参考 ⻑⼭酒造(有) さつま島美⼈ 芋 出⽔郡⻑島町　＞⻑島本島 ⻑島研醸有限会社5社のうち1つ
⿅児島・参考 南洲酒造(資) さつま島美⼈ 芋 出⽔郡⻑島町　＞⻑島本島 ⻑島研醸有限会社5社のうち1つ
⿅児島・参考 杉本酒造(資) さつま島美⼈ 芋 出⽔郡⻑島町　＞⻑島本島 ⻑島研醸有限会社5社のうち1つ
⿅児島・参考 宮内酒造(名) さつま島美⼈ 芋 出⽔郡⻑島町　＞⻑島本島 ⻑島研醸有限会社5社のうち1つ
⿅児島・参考 宮乃露酒造(株) さつま島美⼈ 芋 出⽔郡⻑島町　＞⻑島本島 ⻑島研醸有限会社5社のうち1つ
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沖縄 (株)津波古酒造 太平 泡 那覇市
沖縄 宮⾥酒造所 カリー春⾬ 泡 那覇市
沖縄 久⽶仙酒造(株) 久⽶仙・鯨 泡 那覇市
沖縄 瑞泉酒造(株) 瑞泉 泡 那覇市
沖縄 (有)識名酒造 時⾬ 泡 那覇市
沖縄 瑞穂酒造(株) 瑞穂 泡 那覇市 ジンも
沖縄 沖縄県酒造(協) 海乃邦 泡 那覇市 協業組合だが、⾃社ブランドを製造
沖縄 (資)津嘉⼭酒造所 國華 泡 名護市
沖縄 (株)⿓泉酒造 ⿓泉 泡 名護市
沖縄 ヘリオス酒造(株) くら 泡 名護市 ウイスキー、ラム、ビールも　旧・銀河⾼原ビール沢内村⼯場を取得
沖縄 忠孝酒造(株) 忠孝 泡 豊⾒城市
沖縄 (有)⼭川酒造 珊瑚礁 泡 国頭郡本部町
沖縄 (有)今帰仁酒造 美しき古⾥ 泡 国頭郡今帰仁村
沖縄 (資)恩納酒造所 萬座 泡 国頭郡恩納村
沖縄 咲元酒造(株) 那覇市 泡 国頭郡恩納村 2020年3⽉、⾸⾥から恩納村の琉球村内に移転・新築、合資会社から株式
沖縄  (名)⽥嘉⾥酒造所　→　やんばる酒造（株）まるた 泡 国頭郡⼤宜味村 2017年、（名）⽥嘉⾥酒造所からやんばる酒造（株）へ改組、社名変更
沖縄 (有)⾦武酒造 ⿓ 泡 国頭郡⾦武町
沖縄  崎⼭酒造廠　→　（株）松藤 松藤 泡 国頭郡⾦武町 2020年8⽉、崎⼭酒造廠から㈱松藤に社名変更
沖縄 (有)⽐嘉酒造 残波 泡 中頭郡読⾕村
沖縄 北⾕⻑⽼酒造⼯場(株) ⻑⽼ 泡 中頭郡北⾕町
沖縄 (株)⽯川酒造場 うりずん 泡 中頭郡⻄原町 ジンも　　「⽯川酒造場」のほかに、「⽯川酒造」が東京（清酒）と三重（清酒
沖縄 神⾕酒造所 南光 泡 島尻郡⼋重瀬
沖縄 (名)新⾥酒造 かりゆし 泡 沖縄市 ウイスキーも
沖縄 (有)神村酒造 暖流 泡 うるま市
沖縄 泰⽯酒造(株) はんたばる 泡 うるま市 清酒「黎明」が主
沖縄 （協）琉球泡盛古酒の郷 古酒の郷 泡 うるま市 2008年、県内43酒造メーカーによって設⽴
沖縄 上原酒造(株) 群⻘・神泉 泡 ⽷満市
沖縄 まさひろ酒造(株) まさひろ 泡 ⽷満市 2015年、（株）⽐嘉酒造からまさひろ酒造（株）に社名変更　ジンも
沖縄 (株)渡久⼭酒造 豊年 泡 ＞伊良部島
沖縄 (株)宮の華 宮の華 泡 ＞伊良部島
沖縄 伊平屋酒造所 照島 泡 ＞伊平屋島
沖縄 (資)伊是名酒造所 常盤 泡 ＞伊是名島
沖縄 (株)久⽶島の久⽶仙 久⽶島の久⽶仙 泡 ＞久⽶島
沖縄 ⽶島酒造(株) 久⽶島 泡 ＞久⽶島
沖縄 池間酒造(有) ニコニコ太郎 泡 ＞宮古島
沖縄 菊之露酒造(株) 菊之露 泡 ＞宮古島
沖縄 沖之光酒造(資) 沖之光 泡 ＞宮古島
沖縄 (株)多良川 琉球王朝 泡 ＞宮古島 ラムも
沖縄 池原酒造所 ⽩百合 泡 >⽯垣島
沖縄 (有)⼋重泉酒造 ⼋重泉 泡 >⽯垣島
沖縄 (株)⽟那覇酒造所 ⽟の露 泡 ＞⽯垣島
沖縄 請福酒造(有) 請福 泡 ＞⽯垣島
沖縄 (有)⾼嶺酒造所 於茂登 泡 ＞⽯垣島
沖縄 仲間酒造所 宮之鶴 泡 ＞⽯垣島
沖縄 (名)崎元酒造所 与那国 泡 ＞与那国島
沖縄 国泉泡盛(名) どなん 泡 ＞与那国島
沖縄 ⼊波平酒造(株) 舞富名 泡 ＞与那国島
沖縄 波照間酒造所 泡波 泡 ＞波照間島

沖縄︓48か所（リスト掲載の48か所に対する会社は48、蒸留所・⼯場は48）

 全国の焼酎蒸留所の数︓332か所 21.07.25
 全国の焼酎蒸留所の数︓333か所 21.09.24
全国の焼酎蒸留所の数︓334か所 22.01.11

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