
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）

九州・沖縄
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

福岡 浜地酒造（株） 杉能舎ビール 9607 福岡県福岡市⻄区元岡１４４ 092-806-1186 清酒「富喜の誉」 〇 http://www.suginoya.co.jp

福岡 ⻄洋フード・コンパスグループ（株） ⼋⼥ブルワリー 9804 福岡県⼋⼥市宮野１００番地 0943-24-3339 2016年4⽉、⻄洋フード・コンパスグループに事業継承 https://www.facebook.com/mamemamebeer

福岡 ⾨司港レトロビール（株） ⾨司港レトロビール 9803 福岡県北九州市⾨司区東港町 093-321-6885 2018年1⽉移転 〇 http://mojibeer.ntf.ne.jp

福岡 （株）ホテルオークラ福岡　オークラブルワリー 博多ドラフト 9903 福岡県福岡市博多区下川端町 092-262-1111 〇 https://www.fuk.hotelokura.co.jp

福岡 （有）ケイズブルーイングカンパニー ブルーマスター 0202 福岡県福岡市城南区別府１－ 092-841-6336 https://www.facebook.com/pg

福岡 （株）ＥＦＭ フクオカクラフト 1807 福岡県福岡市中央区⼤名１丁 092-791-1494 「エルボラーチョ」 http://www.elborracho.com

福岡 あすなろブルワリー あすなろ 1904 福岡県福岡市博多区千代４丁 092-710-4842 https://www.facebook.com/asunarobrewery

⼤分 ゆふいんビール（株） ゆふいん⻨酒 9506 ⼤分県湯布院町⼤字川南１０ 0977-85-2344 〇 https://yufuinbeer.com

⼤分 （株）くじゅう⾼原開発公社 Beer Oh 9604 ⼤分県⽵⽥市久住町⽩丹７５ 0974-76-2511 2011年5⽉、くじゅう⾼原に事業継承 〇 http://a-kuju.com

⼤分 Yell＆Ale Brewery エービーイーボンド 1805 ⼤分県⼤分市府内町１－５－ 097-578-8483 https://abebond2018.jimdo.com

⼤分 （株）Monkey Mountain　Funai Brewer Monkey Mountain 1902 ⼤分県⼤分市府内町２－４－ 097-510-5501 https://www.monkeybeer.co.jp

佐賀 宗政酒造（株） 有⽥⻨酒 9807 佐賀県⻄松浦郡有⽥町⼾⽮⼄ 0955-41-0020 焼酎「のんのこ」　2003年2⽉に移転 http://www.nonnoko.com

熊本 サントリー（株）九州熊本⼯場　 ⽕の国ビール 阿蘇 9604 熊本県上益城郡嘉島町⼤字北 096-237-2280 http://tapbar-restaurant.jp

熊本 （株）福⽥農場 不知⽕海浪漫⻨酒 9702 熊本県⽔俣市陣内２５２５ 0966-63-3900 http://www.fukuda-farm.co.jp

熊本 熊本クラフトビール（有） 熊本クラフトビール 9711 熊本県熊本市東区御領６－８ 096-389-0722 https://www.facebook.com

熊本 （株）ダイヤモンドブルーイング KAENクラフトビール 1802 熊本県熊本市東区⻑嶺南３丁 096-384-0185 http://diamondbrewing.jp

熊本 AMAKUSA SONAR BEER（合） 2003 熊本県天草市五和町⻤池１４ NA
宮崎 宮崎ひでじビール（株） ひでじビール 9607 宮崎県延岡市むかばき町７４ 0982-39-0090 2010年11⽉法⼈移転 〇 https://hideji-beer.jp

宮崎 雲海酒造（株） 綾の地ビール 9605 宮崎県東諸県郡綾町⼤字南俣 0985-77-2222 焼酎「雲海・いいとも」 〇 http://kuramoto-aya-shusennomori.jp

宮崎 霧島酒造（株）霧の蔵ブルワリー　 霧島ビール 9807 宮崎県都城市志⽐⽥町５４８ 0986-21-8111 焼酎「霧島」 〇 https://www.kirishima.co.jp

宮崎 ⻘空エール（同） ⻘空エール 1611 宮崎県宮崎市橘通⻄２－７－ 0985-86-9252 http://www1.bbiq.jp/aozoraale

宮崎 ⽇南⻨酒（株） ⽇南⻨酒 1709 宮崎県⽇南市吾⽥東１－１－ 050-1485-8425 https://nichinan-beer.com/

宮崎 宮崎フェニックスブルーイング 1812 宮崎県宮崎市橘通東４－６－ 080-8334-8392 https://www.facebook.com

宮崎 B･M･B Brewery 1901 宮崎県宮崎市神宮東１丁⽬７ 080-4692-3745 https://www.facebook.com/BMB-Brewery

宮崎 寿⽯油（有） 阿波岐原クラフトブルワリー 1906 宮崎県児湯郡⾼鍋町持⽥１７ 0983-32-1533 https://www.facebook.com/awakihara.c.b/

⿅児島 霧島⾼原ビール（株） 霧島⾼原ビール 9512 ⿅児島県霧島市溝辺町麓８７ 0995-58-2535 焼酎「てんからもん」 http://praha-gen.com

⿅児島 薩摩酒造（株） 花渡川ビア 9709 ⿅児島県枕崎市⽴神本町２６ 0993-72-1231 焼酎「さつま⽩波」 〇 http://www.meijigura.com

⿅児島 濱⽥酒造（株） 伝兵衛ビール 0104 ⿅児島県いちき串⽊野市湊町 0996-36-5771 焼酎「海童」 http://www.hamadasyuzou.co.jp

⿅児島 城⼭観光（株） 城⼭ブルワリー 0404 ⿅児島県⿅児島市新照院町４ 099-224-2211 博多城⼭ホテルより設備を移し開業 https://www.shiroyama-g.co.jp

⿅児島 福⼭⿊酢（株）⿊酢の郷 桷志⽥ カクイダクラフトビール 1512 ⿅児島県霧島市福⼭町福⼭字 099-218-8345 http://www.kakuida.com

⿅児島 Catch the Beer　⼩瀬⽥醸造所 1710 ⿅児島県熊⽑郡屋久島町⼩瀬 0997-43-5870 屋久島 http://www.catchthebeer.com

⿅児島 からはな 1710 ⿅児島県熊⽑郡南種⼦町茎永 0997-26-7461 種⼦島 http://karahana.blog.jp

⿅児島 LET IT BEER（合） 2005 ⿅児島県⿅屋市⻄⼤⼿町１０ 0994-45-7766 https://ja-jp.facebook.com/letitbeer1111/

沖縄 ヘリオス酒造（株） ヘリオスクラフトビール 9607 沖縄県名護市字許⽥４０５ 0980-50-9727 泡盛「くら」 〇 http://www.helios-syuzo.co.jp

沖縄 ⽯垣島ビール（株） ⽯垣島ビール 9707 沖縄県⽯垣市字新川２０９４ 0980-83-0202 国内最南端醸造所 〇 http://ishigakibeer.com

沖縄 （株）南都 ニヘデビール 0103 沖縄県南城市⽟城字前川１３ 098-948-1111 ハブ酒も造っています http://www.nantosyuzo.com

沖縄 宮古島マイクロブルワリー とぅりば 1010 沖縄県宮古島市平良字久⾙７ 0980-79-0059 https://www.mmb-craftbeer.jp

沖縄 （有）とおやま酒店　コザ⻨酒⼯房 コザ⻨酒 1412 沖縄県沖縄市中央１－２４－ 098-937-2339 http://beerkobo.web.fc2.com

沖縄 ザ･テラスホテルズ（株） チャタンビール 1512 沖縄県那覇市おもろまち１-３- 098-864-1191 http://www.terrace.co.jp

沖縄 ザ･テラスホテルズ（株） チャタンビール 1708 沖縄県名護市字喜瀬１８０８ 0980-51-1333 第２店舗  http://www.terrace.co.jp

沖縄 （株）APOLLO　BREW　浮島ブルーイング 浮島 1805 沖縄県那覇市松尾２－９－２ 098-862-2388 https://www.ukishimabrewing.com

沖縄 （株）クリフクラフト クリフビール 1902 沖縄県沖縄市⽐屋根６－１８ 098-953-7237 https://www.facebook.com/cliffcraftbeer

沖縄 ウォルフブロイ（合） 1906 沖縄県那覇市⾸⾥池端町３４ 098-975-5669 https://www.wolfbrau.com/

沖縄 ⽯垣島ビール⼯房 1911 沖縄県⽯垣市字⼤川１  0980-87-5148 https://atg-ishigaki.jp/
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