
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）

信越
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

新潟 （株）天朝閣 スワンレイクビール 199707 新潟県阿賀野市⾦屋３４５－ 0250-63-2000 〇 https://www.facebook.com/mamemamebeer

新潟 荒井アンドアソシエイツ（株） 妙⾼⾼原ビール 199712 新潟県妙⾼市池の平温泉 0255-86-3180 http://www.alpen-blick.com

新潟 新潟⻨酒（株） 199812 新潟県新潟市⻄蒲区越前浜５ 0256-70-2200 https://www.facebook.com/pg/fukushigesyoku

新潟 エチゴビール（株）本社⼯場 エチゴビール 199904 新潟県新潟市⻄蒲区松⼭２ 0256-76-2866 会社設⽴は1995年2⽉。免許取得は1994年 〇 http://www.echigo-beer.jp

新潟 新潟ビール醸造（株） 胎内⾼原ビール 199904 新潟県胎内市熱⽥坂６７０番 0254-48-2020 〇 http://www.tainaibeer.com

新潟 （株）まき⼩屋 200207 新潟県新潟市⻄蒲区⾓⽥浜１ 0256-70-2525 http://www.docci.com

新潟 沼垂ビール（株） 沼垂ビール 201603 新潟県新潟市中央区沼垂東２ 03-6766-2423 2020年7⽉移転 http://nuttaribeer.co.jp

新潟 妻有ビール（株） 201802 新潟県⼗⽇町市太平４７４ 090-1037-4388 https://www.facebook.com/tsumaribeer

新潟 ⼋海醸造（株）猿倉⼭ビール醸造所 RYDEEN BEER 201807 新潟県南⿂沼市⻑森１９３－ 025-775-7666 清酒「⼋海⼭」 http://www.uonuma-no-sato.jp

新潟 MITSUKE Local Brewery 201808 新潟県⾒附市葛巻１丁⽬９ 0258-86-7361 https://www.facebook.com/MLBBeer

新潟 （有）弥⽣商店 弥彦ブリューイング 201905 新潟県⻄蒲原郡弥彦村弥彦１ 0256-94-5841 http://yayoi.sake-ten.jp

新潟 吉乃川（株） 摂⽥屋クラフト 201911 新潟県⻑岡市摂⽥屋４－８－ 0258-35-3000 https://yosinogawa.co.jp/settayacraft/

新潟 （株）醸燻酒類研究所 202010 新潟県⼗⽇町市本町５－５５ NA https://www.jokun-brewing.work/

新潟 （株）花安　新発⽥斎場ブルワリー TSUKIOKA BREWERY 202011 新潟県新発⽥市⽉岡温泉５５ 0254-22-1320 https://tsukioka-brewery.jp/

新潟 （株）ホクショク 202112 新潟県⻑岡市川崎町７７８－ NA
⻑野 南信州ビール（株） 南信州ビール 199607 ⻑野県上伊那郡宮⽥村４５７ 0265-85-5777 http://ms-beer.co.jp

⻑野 （株）信州東御市振興公社 OH!LA!HO!ビール 199607 ⻑野県東御市和３８７５ 0268-64-0006 〇 http://tomi-kosya.com

⻑野 （株）ヤッホーブルーイング 佐久醸造所 199704 ⻑野県佐久市⼩⽥井１１１９ 0267-66-1211 http://www.karuizawa-kogen-beer.com

⻑野 （株）池の平ホテル＆リゾーツ 地ビール⽩樺・蓼科 199708 ⻑野県茅野市⽩樺湖レイクサイ 0266-68-2100 https://www.ikenotaira-resort.co.jp

⻑野 （株）エイワ 穂⾼ビール 199709 ⻑野県安曇野市穂⾼北穂⾼２ 0263-82-8226 〇 https://www.eiwamm.co.jp

⻑野 麗⼈酒造（株） 諏訪浪漫ビール 199908 ⻑野県諏訪市諏訪２－９－２ 0266-52-3121 清酒「麗⼈」 〇 http://www.reijin.com

⻑野 （株）⽟村本店 志賀⾼原ビール 200409 ⻑野県下⾼井郡⼭ノ内町⼤字 0269-33-2155 清酒「緑喜」 〇 http://www.tamamura-honten.co.jp

⻑野 軽井沢ブルワリー（株） THE 軽井沢ビール 201306 ⻑野県佐久市⻑⼟呂６４－３ 0120-919-144 http://brewery.co.jp

⻑野 Anglo Japanese Brewing Company（同） AJBビール 201312 ⻑野県下⾼井郡野沢温泉村⼤ 080-6930-3992 http://anglojapanesebeer.com

⻑野 （同）Hakuba Brewing Company ⽩⾺ビール 201512 ⻑野県北安曇郡⽩⾺村⼤字神 080-8905-4362 2019年11⽉移転 https://yohobrewing.com/

⻑野 Anglo Japanese Brewing Company（同） AJBビール 201708 ⻑野県下⾼井郡野沢温泉村⼤ 080-6930-3992 第⼆⼯場 http://anglojapanesebeer.com

⻑野 （株）クルークダイニング　　 信州須坂フルーツブルワリー 201708 ⻑野県須坂市⼤字豊丘６７０ 026-214-6225 http://www.cloocdining.co.jp

⻑野 （株）松本ブルワリー 201804 ⻑野県松本市中央３－４－２ 0263-31-0081 http://matsu-brew.com

⻑野 （同）⻨⾹ BACCAブルーイング 201805 ⻑野県松本市⼱上３６９－５ 0263-30-8230 https://www.facebook.com/bacca.brewing

⻑野 PECCARY　BEER ペッカリービール 201810 ⻑野県伊那市⾼遠町藤澤３２ 0265-96-2280 http://peccarybeer.com

⻑野 （株）エイトピークス 8Peaks 201812 ⻑野県茅野市北⼭６８０７－ 0266-78-7970 https://eightpeaks.co.jp

⻑野 （株）北アルプスブルワリー 201908 ⻑野県⼤町市⼤町４１３４－ 0261-85-0780 https://n-alps.beer/

⻑野  In a daze Brewing（同） 伊那⽇和 201902 ⻑野県伊那市⻄箕輪８００４ 0265-95-2076 https://www.inadazebrewing.com

⻑野 （株）ヤッホーブルーイング 御代⽥醸造所 202009 ⻑野県北佐久郡御代⽥町⼤字 NA https://yohobrewing.com/

⻑野 ⾼⼭村農業醸造技術（株） TAMTAMブルーイング 202106 ⻑野県上⾼井郡⾼⼭村⾼井４ NA https://tam-brew.com/

⻑野 天神ブルワリー 202111 ⻑野県上⽥市天神１丁⽬２ 0268-29-1234 https://www.tenzing-brewery.com/

⻑野 カルテットブルーイング 202112 ⻑野県北佐久郡軽井沢町軽井  0267-31-5493 http://quartetbrewing.com/
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