
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︓2022年4⽉）

中国
県名 企業名 ブランド名 開業時期

YYYYMM 住所 電話番号 備考 JBA会員 ホームページ

岡⼭ 宮下酒造（株） 独歩ビール 199507 岡⼭県岡⼭市中区⻄川原１８ 086-272-5594 清酒「極聖」 〇 http://www.msb.co.jp

岡⼭ （資）多胡本家酒造場 作州津⼭ビール 199606 岡⼭県津⼭市楢６９ 0868-29-1111 清酒「加茂五葉」 〇 https://www.facebook.com/mamemamebeer

岡⼭ おかやまフォレストパーク　ドイツの森 　 199704 岡⼭県⾚磐市仁堀中２００６ 086-958-2111 運営会社は「株式会社ファーム」のままで、名称変 　 https://www.farmpark.co.jp/

岡⼭ 三⽯耐⽕煉⽡（株） DREAM OR REAL DOOR 200504 岡⼭県備前市吉永町岩崎７４ 0869-84-2242 https://mtaika.jp

岡⼭ （株）ゼンワークス 吉備⼟⼿下⻨酒 200603 岡⼭県岡⼭市北区北⽅４－２ 086-235-5712 〇 http://kibidote.jp

岡⼭ （株）ゼンワークス 吉備⼟⼿下⻨酒　第⼆⼯場 200810 岡⼭県岡⼭市中区藤崎６４４ NA https://kibidote.com/

岡⼭ 真備⽵林⻨酒醸造所 真備⽵林⻨酒 201105 岡⼭県倉敷市真備町箭⽥１６ 086-697-0206 〇 https://www.facebook.com/pg/fukushigesyoku

岡⼭ 美作ビアワークス 美作ビアワークス 201805 岡⼭県真庭市江川817番地１ 090-2002-3026 https://www.facebook.com/mimasakabeerworks/

岡⼭ koti brewery Koti 201806 岡⼭県備前市吉永町都留岐２ 090-6849-3656 http://kotibeer.com

岡⼭ ⽵ノ実⻨酒計画六島浜醸造所 六島⻨のはじまり 201904 岡⼭県笠岡市六島６１５３番 090-8377-2897 https://mushimahamajo.amebaownd.com/

岡⼭ （有）およべ OYOBE　BEER 202006 岡⼭県岡⼭市北区奉還町⼆丁 NA
広島 （株）ハートピア　クラフトハートブルワリー 201507 広島県福⼭市霞町２町⽬５－ 0849-54-1796 https://chc.craft-heart.com

広島 （株）Hiroshima Micro Brewery 201804 広島県広島市中区⼤⼿町⼆丁 082-249-6201 https://www.kembyshiroshima.com

広島 （同）Session's Brewery 201805 広島県広島市中区江波東１－ 082-533-8622 https://www.facebook.com/bysessions

広島 広島北ビール（株）　⻲⼭醸造所 広島北ビール 201805 広島県広島市安佐北区⻲⼭９ 082-557-4398 https://www.facebook.com/HIROSHIMANORTHBE

広島 （株）宮島ビール 宮島ビール 201810 広島県廿⽇市市宮島町４５９ 080-4261-3984 http://www.miyajima-beer.com

広島 備後福⼭ブルーイングカレッジ 202001 広島県福⼭市伏⾒町3番16号 080-7538-8857 https://www.facebook.com/brewingcollege/

広島 安芸乃国酒造株式会社 202004 広島県⼭県郡安芸太⽥町⼤字 0826-22-6523 https://www.facebook.com/akinokunisyuzou/

広島 （株）カナデル HIROSHIMA NEIGHBORLY202004 広島県広島市中区⼤⼿町1-5 NA https://hnb.beer/hnb.html

広島 社会福祉法⼈あづみの森　 尾道あづみ⻨酒醸造所 202011 広島県尾道市⾼須町４７５４ 0848-38-2221 http://aduminomori.or.jp/about

広島 尾道ビール（株） 202102 広島県尾道市久保１－２－２ 　0848-38-2710 2021年2⽉27⽇（⼟）オープン https://onomichibeer.com/

広島 テシゴト 202109 広島県東広島市⻄条中央１丁 082-437-3345 https://teshigoto-brewery.stores.jp/

広島 PMAcompany合同会社 Break edge beer works 202109 広島県 広島市南区旭2-22-2 NA http://bxebeer.stores.jp/

⿃取 久⽶桜⻨酒（株） ⼤⼭Ｇビール 199705 ⿃取県⻄伯郡伯耆町丸⼭１７ 0859-39-8033 〇 http://g-beer.jp

⿃取 タルマーリー　　ビール醸造部 201506 ⿃取県⼋頭郡智頭町⼤背２１ 0858-71-0106 〇 https://www.talmary.com

⿃取 （株）AKARI BREWING 201805 ⿃取県⿃取市⿅野町今市７８ 0857-35-0532 https://www.facebook.com/AKARIBREWING

⿃取 （有）THINK&CO. 475 Beer 201808 ⿃取県⽶⼦市東倉吉町１４２ 0859-46-0475 https://www.facebook.com/JAPBrewery

⿃取 倉吉ビール（株） 202006 倉吉市東仲町２５８７ 0858-27-1432 https://www.facebook.com/kurayoshibier/

⼭⼝ ⼭⼝萩⻨酒（株） ちょんまげビール 199707 ⼭⼝県萩市⼟原６０８－１ 0838-25-5612 http://hagibeer.co.jp

⼭⼝ ⼭⼝地ビール（株） ⼭⼝地ビール 199711 ⼭⼝県⼭⼝市⼤字下⼩鯖１３ 083-941-0100 〇 http://www.yamaguchi-jibeer.com

⼭⼝ 株式会社アーチブルワリー アーチビール 201808 ⼭⼝県岩国市⼭⼿町２－４－ 080-6341-0498 https://arch-brewery.com

⼭⼝ マイヤーワールド合同会社 マイヤーブルワリー 202003 ⼭⼝県岩国市由宇町神東239 090ｰ8210ｰ8098 https://www.meyerworld.net/

⼭⼝ ハートビートブリューイング（株） 365+１ 202107 ⼭⼝県⻑⾨市深川湯本1247 NA
⼭⼝ スカイホップブルーイング（株） 202109 ⼭⼝県周南市河東町3-27　メ NA
島根 島根ビール（株） ビアへるん 199904 島根県松江市⿊⽥町５０９－ 0852-55-8355 〇 https://www.ichibata.co.jp

島根 （株）⽯⾒⻨酒 ⽯⾒⻨酒 201512 島根県江津市桜江町⻑⾕２６ 0855-25-5740 2020年6⽉移転 〇 https://www.facebook.com/iwamibeer/photos/a.6

島根 （株）三島ファーム 穂波 201804 島根県浜⽥市国分町１２４３ 0855-25-5134 http://mishima-farm.com

島根 （同）⼤根島研究所 202011 島根県松江市⼋束町江島１１ 050-5217-5505 https://daikonshima-lab.wixsite.com/home

島根 ⾼津川リバービア（株） 202102 島根県益⽥市⾼津2-1-18 0856-32-9641 2021年2⽉27⽇（⼟）オープン https://riverbeer.jp/

島根 3rd　Barrel Brewery 202112 島根県出雲市平⽥町⽚原町８ NA https://3rdbarrelbrewery.com/
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