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静岡 御殿場高原ビール（株） 御殿場高原ビール 199506 静岡県御殿場市神山７１９番 0550-87-5500 〇 http://gkb.co.jp

静岡 伊豆高原ビール（株） 伊豆高原ビール 199703 静岡県伊東市富戸１１０３－ 0557-51-3000 〇 https://www.facebook.com/mamemamebeer

静岡 （株）蔵屋鳴沢 反射炉ビヤ 199704 静岡県伊豆の国市中２７２－ 055-949-1208 〇 http://www.kuraya-narusawa.co.jp

静岡 （株）浜松アクトビールコーポレーショ はままつ地ビール 199704 静岡県浜松市中区中央３丁目 053-452-1146 〇 http://www.hamamatsu-soko.co.jp

静岡 酪農王国（株） 風の谷のビール 199709 静岡県田方郡函南町丹那３４ 055-974-4192 〇 https://www.facebook.com/pg/fukushigesyoku

静岡 宇佐美麦酒製造（株） 伊豆の地ビール 199810 静岡県伊東市宇佐見３５０４ 0557-33-0333 http://usami-jibeer.com

静岡 （資）ベアードブルーイング ベアードビール 200101 静岡県伊豆市大平１０５２－ 0558-73-1199 2014年修善寺に移転 https://bairdbeer.com

静岡 日本ビール醸造（株） サムライサーファービール 200106 静岡県沼津市蓼原町9－3 055-939-7811 2019年移転 http://samuraisurferbeer.jp

静岡 バイエルンマイスタービール（有） バイエルンマイスタービール 200406 静岡県富士宮市上井出字河原 0544-54-3311 http://www.bmbier.com

静岡 （株）時之栖 伊豆の国ビールル 200911 静岡県伊豆の国市田京１９５ 0558-76-3355 http://izubeer-hawaiians.com

静岡 （株）DHCビール DHCビール 201506 静岡県御殿場市保土沢１０ 0550-89-7611 米久／森のビール工場をDHCが引き継ぎ https://top.dhc.co.jp

静岡 RePuBrew（同） 201711 静岡県沼津市大手町２－１－ 055-939-8877 http://repubrew.com

静岡 丸八不動産（株） Octagon Brewing 201802 静岡県浜松市中区田町315- 053-401-2007 http://octagonbrewing.com

静岡 柿田川ブリューイング（株） 沼津クラフト 201803 静岡県沼津市千本緑町２－８ 055-919-6473 http://numazucraft.com

静岡 （株）FARMENT FUJIYAMA HUNTER'S BEER 201804 静岡県富士宮市宮町１２－ 080-3303-0691 http://farment.sakura.ne.jp

静岡 掛川ファームブルーイング カケガワビール 201805 静岡県掛川市肴町3番地の5 0537-25-6811 http://localplace.jp

静岡 加和太建設(株) Mt.Fuji Beer 201903 静岡県富士宮市大宮町４−５ 0544-66-5223 https://mt-fuji.beer

静岡 (株)WESTCOAST WEST COAST BREWING 201907 静岡県静岡市駿河区用宗２丁 054-204-1747 https://www.westcoastbrewing.jp

静岡 GARCIA BREW 201908 静岡市清水区港南町１－１ 054-340-1025
静岡 池田屋麦酒（株） 牧之原えーる 202005 静岡県牧之原市波津７２４ NA https://www.facebook.com/ikedayabeer/

静岡 （株）時之栖富士 富嶽ビール 202004 静岡県富士市大渕３２５－ NA
静岡 193 VALLEY BREWING 202112 静岡県島田市伊久美５２０ 0547-39-0193 https://www.instagram.com/193valleybrewing/

岐阜 （有）農業法人飛騨高山麦酒 飛騨高山麦酒 199607 岐阜県高山市松本町９９９ 0577-35-0365 http://www.hidatakayamabeer.co.jp

岐阜 （株）地ビール飛騨 飛騨ビール 199610 岐阜県高山市西之一色町３－ 0577-36-3434 http://korikorinokuni.com

岐阜 郡上八幡麦酒こぼこぼ こぼこぼエール 201307 岐阜県郡上市八幡町新町９ 090-4626-2847 http://gujo-beer.com

岐阜 （株）東美濃ビアワークス カマドブリュワリー 202011 岐阜県瑞浪市釜戸町３１５４ 0572-51-2620
岐阜 岐阜麦酒醸造合同会社 202103 岐阜県岐阜市正木1178-1 第 NA https://gifubeer.com/

岐阜 ヒダノオクブルワリー 202112 岐阜県飛騨市古川町殿町6-1 070-8942-1820 https://m.facebook.com/hida.no.oku/

愛知 盛田金しゃちビール（株） 金しゃちビール 199610 愛知県犬山市大字羽黒新田字 0568-67-0116 〇 https://www.kinshachi.jp

愛知 安城デンビール（株） デンビール 199704 愛知県安城市赤松町梶１番地 0566-92-7755 http://den-beer.com

愛知 知多麦酒（株） 知多マリンビール 199712 愛知県知多郡南知多町大字内 0569-64-0247 http://www.bc-r247.com

愛知 小弓鶴酒造（株） 犬山ローレライビール 199804 愛知県犬山市大字羽黒字成海 0568-67-0033 清酒｢小弓鶴｣ http://www.koyumitsuru.jp

愛知 サッポロビール名古屋ビール園　浩養園 199804 愛知県名古屋市千種区千種 052-741-0211 大手ビール傘下はクラフトに含めない統計資料もある。 http://www.kouyouen.jp

愛知 ＮＰＯ法人志民達いちのみや 201012 愛知県一宮市本町４丁目１番 0586-27-4838 http://shiminren.sakura.ne.jp

愛知 PROGRESSIVE PARTNERSHIPS Hyappa西浦 Hyappa Brews 201312 愛知県蒲郡市西浦町南知柄2 0564-54-7827 http://izakayajanai.com/

愛知 株式会社ワイマーケット ワイマーケットブルーイング 201403 愛知県名古屋市中村区名駅４ 052-533-5151 https://craftbeer.nagoya

愛知 株式会社ワイマーケット　名古屋西 ワイマーケットブルーイング 201901 愛知県名古屋市西区木前町 052-908-0758 http://craftbeer.nagoya

愛知 OKD KOMINKA BREWING 201906 愛知県知多市岡田中谷４ 0562-85-1360 https://www.facebook.com/OKD.KOMINKA.BREW

愛知 TOYOHASHI　BREWING　COMPANY合同会社 TOYS BREWERY 202107 愛知県豊橋市駅前大通二丁目 NA https://www.instagram.com/toys_brewery/?hl=j

愛知 NPO法人わっぱの会 BREWPUB OZONE 202109 愛知県名古屋市北区大曾根2 NA
三重 （株）伊賀の里モクモク手づくりファーム モクモクビール 199507 三重県伊賀市西湯船３６０９ 0595-43-0909 http://www.moku-moku.com

三重 細川酒造（株） 上馬ビール 199708 三重県桑名市多度町古野１４ 0594-48-4390 清酒「上げ馬」 http://beerkobo.web.fc2.com

三重 （株）美杉リゾート 火の谷ビール 199804 三重県津市美杉町八知５９９ 059-272-1101 http://www.misugi.com

三重 長島観光開発（株） 長島ビール 199807 三重県桑名市長島町駒江２ 0594-45-1111 http://www.nagashima-onsen.co.jp

三重 エール工房de伊賀 199808 三重県伊賀市山出９２０ 0595-21-3606 https://www.alecraftdeiga.jp
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三重 （有）二軒茶屋餅角屋本店　 伊勢角屋ビール 201807 三重県伊勢市下野町５６４－ 0596-63-6515 下野工場 http://biyagura.jp
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