
都市型・街なか型の
小規模醸造所・蒸留所

Micro Sake Breweries in the World 
+ other Micros (except craft beer)

(2013.03.11-26-04.26-09.04-14.07.12 ed.2.2)

text: Tsuneo Kita / Kita Sangyo Co., Ltd. 1

・ ・ ・

※地ビール、クラフトビール以外の都市型小規模酒類醸造所や蒸留所をまとめた資料です。
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マイクロ・サケ・ブルワリー（2012までに開業）
Micro Sake Breweries in the world, opened before 2012

テキサス・サケ・カンパニー
http://www.txsake.com/

アーティザン・サケ・メーカー
http://www.artisansakemaker.com/

基・居酒屋
http://www.moto-i.com/

霧峰郷農會酒荘
http://www.wffa.org.tw/front/bin/ho

me.phtml

ヌグネ・オ
http://www.nogne-o.com/

オンタリオ・スプリング・ウォー
ター・サケ・カンパニー

http://ontariosake.com/

若松屋・東京港醸造
http://www.tokyoportbrewery.com/

ブルー・カレント・ブルワリー
http://www.bluecurrent.net/

Micro
SAKE
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国 日本名、または漢字社名 英語社名・現地社名 ブランド
設立年、または清
酒製造開始年

所在地
生産国の

企業について

country
company name in Japanese 

or in Kanji
company name in English brand name

established or start 

making Sake
location

about the owner 

in the country

日本
Japan

黄桜「はなしべ」 黄桜「はなしべ」
2000開店

→2011.09閉店
東京、お台場アクア
シティー

カナダ
Canada

アーティザン・サケ・メーカー
http://www.artisansakemaker.com/

Artisan Sake Maker OSAKE 2007～2008
バンクーバー、
BC州

●オーナー兼醸造担当：白木正
孝さん

アメリカ
USA

基・居酒屋
http://www.moto-i.com/

moto-i
名称なし

（壜詰製品はなく、ブルアリーレスト
ランで純米生、吟醸などの名称で

提供）

2008
ミネアポリス、
ミネソタ州

●ビア・ブルワリー・レストラン ●
サケを醸造しているのはBlake 
Richardsonさん（奥さんは日本
人）

台湾
Taiwan

霧峰郷農會酒荘
http://www.wffa.org.tw/front/bin/hom

e.phtml

Wu-Feng Farmer's 
Association 初霧 2008 台中

●霧峰郷農會（農協）が経営
●杜氏は台湾の方（日本で修
業） ●焼酎も造る。

ノルウェー
Norway

ヌグネ・オ
http://www.nogne-o.com/

Nøgne ø ヌグネ・オ
裸島

2010.08
オスロの南西
200kmくらいのグリム
スタという町

●中規模のマイクロ・ビア・ブルワ
リー ●杜氏：Kjetil Jikiunさん
●北海道の米、日本の酵母と
麹、山廃仕込み

カナダ
Canada

オンタリオ・スプリング・ウォー
ター・サケ・カンパニー

http://ontariosake.com/

Ontario Spring Water 
Sake Company 

泉 2011.02
トロント、オンタリオ
州

●オーナーはKen Valvurさん ●
杜氏は高橋美子さんとGreg 
Newtonさん ●カリフォルニア米、
アメリカの乾燥酵母、日本の麹

カナダ
Canada

ニプロ・ブリューイング
http://www.nipro.ca/

Nipro Brewery Co., 
Ltd.

Keyope
清っぺ

2011
→2012閉店

バンクーバーの近郊、
BC州

●醸造を担当しているのは春日
井敬明さん

日本
Japan

若松屋・東京港醸造
http://www.tokyoportbrewery.com/

Tokyo Port Brewery 江戸開城
（「その他の醸造酒」）

2011.08 東京 港区芝

●オーナーは齋藤俊一さん。息
子の謙希知さんが醸造担当。
●委託製麹でスタート、2013年
から麹室も設置予定。

アメリカ
USA

テキサス・サケ・カンパニー
http://www.txsake.com/

Texas Sake Company Whooping Crane 2011.10
テキサス、テキサス
州

●オーナー兼醸造担当はYoed 
Anisさん ●テキサス米－1904
年に日本移民が植えたのがルー
ツ－を活かすのが目的の一つ

アメリカ
USA

ブルー・カレント・ブリュワリー
http://www.txsake.com/

Blue Current 
Brewery Blue Current Sake 2011

キタリー・ポイント、
メイン州 （ボストン
に近い）

●オーナー兼醸造担当はDaniel
Fordさん
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マイクロ・サケ・ブルワリー（2014.06現在）
Micro Sake Breweries in the world at the point of June, 2014

Micro
SAKE

●元祖は東京お台場の黄桜「はなしべ」だが2011年閉鎖。同年、港区に「東京港醸造」が開業。
●（参考）クラフトビール醸造所は全米で1483か所（2008年末現在）→1938か所（2011年末）

http://www.artisansakemaker.com/
http://www.moto-i.com/
http://www.wffa.org.tw/front/bin/home.phtml
http://www.nogne-o.com/
http://ontariosake.com/
http://www.nipro.ca/
http://www.tokyoportbrewery.com/
http://www.txsake.com/
http://www.txsake.com/


マイクロ・サケ・ブルワリー（2013年以降開業）
Micro Sake Breweries in the world, opened after 2013

Micro
SAKE

YK3 サケ プロデューサー
http://yk3sake.com/products.htm

ベンズ・チューンナップ
http://www.benstuneup.com/

ブルー・クッズ・サケ・カンパニー
http://www.bluekudzusake.com/home.

html

チェダー・リバー・ブリューイン
グ・カンパニー

https://www.facebook.com/CedarRiver
Brewing

アラン・ブルワリー
http://www.arranbrewery.co.uk/scotlan

ds-first-sake-brewery/
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http://www.benstuneup.com/
http://www.bluekudzusake.com/home.html
https://www.facebook.com/CedarRiverBrewing
http://www.arranbrewery.co.uk/scotlands-first-sake-brewery/


国 日本名、または漢字社名 英語社名・現地社名 ブランド
設立年、または清
酒製造開始年

所在地
生産国の

企業について

country
company name in Japanese 

or in Kanji
company name in English brand name

established or start 

making Sake
location

about the owner 

in the country

カナダ
Canada

YK3 サケ プロデューサー
http://yk3sake.com/products.htm

YK3 Sake Producer 
Inc.

Yu
悠

2013
リッチモンド（バン
クーバー近郊）、BC
州

●小林友紀さんと河村祥宏さ
んがオーナー ●廃業した二プ
ロの醸造担当、春日井敬明さん
●3人のイニシャルがYK

アメリカ
USA

チェダー・リバー・ブリューイン
グ・カンパニー

https://www.facebook.com/CedarRiver
Brewing

Cedar River Brewing 
Company

杉川
Ceder River

2013
シアトル、ワシントン
州

●オーナー兼醸造担当はJeff 
Jamesさん ●シアトルのいくつか
のレストランのほか、酒ショップ、
Sake Nomiでも買える。

アメリカ
USA

ブルー・クッズ・サケ・カンパニー
http://www.bluekudzusake.com/home.

html

Blue Kudzu Sake 
Company Blue Kudze 2014.02

アッシュビル、ノース
キャロライナ州

●2013年にサケ・レストランとして
開業、2014年から自社醸造開
始 ●Cat Ford-Coatesさんら。
日本人は関与していない。 ●
サケ教育クラスを設定

アメリカ
USA

ベンズ・チューンナップ
http://www.benstuneup.com/

Ben’s Tune-up Ben’s American Sake 2014.05
アッシュビル、ノース
キャロライナ州

●2014年5月から自社醸造サケ
の出荷開始 ●ブルー・クッズか
らごく近い

英国
UK

アラン・ブルワリー
http://www.arranbrewery.co.uk/scotlan

ds-first-sake-brewery/

Arran Brewery 2014 暮
の見込み

ドレグホーン、スコッ
トランド

●アラン島でクラフトビールを作る
醸造所 ●Gerald Michalukさん
が日本でサケ造りを勉強 ●本
島のドレグホーンに用地取得積
み
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マイクロ・サケ・ブルワリー（2014.06現在）
Micro Sake Breweries in the world at the point of June, 2014

Micro
SAKE

http://yk3sake.com/products.htm
https://www.facebook.com/CedarRiverBrewing
http://www.bluekudzusake.com/home.html
http://www.benstuneup.com/
http://www.arranbrewery.co.uk/scotlands-first-sake-brewery/


若松屋・東京港醸造は、地下鉄三田駅・JR田町駅から至近距離の都心に2011年に開業
した醸造所。
原材料は米、米麹、スピリッツ。搾っていない清酒。清酒免許が容易には取得できないので
「その他の醸造酒」カテゴリ－で製造中。リキュールも製造。若松屋・東京港醸造

http://www.tokyoportbrewery.com/

紹介その1
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Micro
SAKE

http://www.tokyoportbrewery.com/


2012年11月13日、NHK・BS1で「ノルウェーで挑む日本酒造り」として紹介された。「年間生産量
は18,000本（＝30石）、ノルウェー国内消費のほか、デンマーク、カナダ、日本へも輸出」とのコメント。

ヌグネ・オ
http://www.nogne-o.com/

2012年2月、東京大学農学部にて行われたバイオマス研究会で、世
界各国の清酒を試飲したときの写真。右端がノルウェーの裸島。

紹介その2
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Micro
SAKE

http://www.nogne-o.com/


清酒生産量は100石内
外。ほかに、同じ銘柄名の
焼酎も造る。
一番高いのは大吟醸
「初霧」。720ml壜入りで
2,200元（約5,900円！）。
試飲させてもらいましたが、
素晴らしい出来栄え。日
本の鑑評会でも金賞が取
れそう。

日本の廣井忠夫さんが、こ
の地の米（香り米）を活かした
酒造りを指導されたとのことが
パネルで紹介されています。

清酒工場 watching in 台湾 @2012

清酒「初霧」をつくる霧峰農会酒荘は霧峰区
農会（霧峰は台中県の市の名称。農会は農協
のこと）が、地元米を活かすため2008年に設立し
た醸造所。
台中駅から車で20分ほど。観光酒蔵、または
ミニサケブルワリー。古い米蔵を改装したショップ
のディスプレーは大変きれい。

コンパクトな工場。搾り機は日本製（ヤブタ）、蒸米機は台湾製など、混成。コンパクトにまとめられて
いる。減圧蒸留機（日本製）で米焼酎も製造。生産量は清酒より多い。

霧峰郷農會酒荘
http://www.wffa.org.tw/front/bin/ho

me.phtml

紹介その3
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Micro
SAKE

http://www.wffa.org.tw/front/bin/home.phtml


参考情報：サケ・ホーム・ブルーイング
Home Sake Brewing kits and info., available thru internet 

Full Ingredient Sake Kit $39.15
•Rice milled to ~60% 10 lbs. 
•Koji 40 Oz. 
•Yeast #9 
•Lactic Acid 2 fl. Oz. 
•Yeast Nutrient 2 Oz. 
•Speedy Bentonite 2 Oz. 

Makes 2-2.5 gallons of sake. This full ingredient 
Saké kit contains everything you need to make 
outstanding Junmai Ginjo Saké except the water!

メイク・サケ・ドットコム
http://makesake.com/

サケ・ブリューイング・サプライ
http://homebrewsake.com/home/

紹介その4
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http://makesake.com/
http://homebrewsake.com/home/


都市型・マッコリ醸造所 Makgeoli brewery

ペ・サンミョン社（リキュール、マッコリなどの中堅）が
運営する「マイクロ・マッコリ醸造所」。

場所はソウル市内南東部の繁華街のビルの1階。
広さは15坪くらいだろうか。

並んだ小ぶりの陶器製醗酵容器（または甕）が、
とてもシャレているし、アイキャッチになっている。
上が広がった独特のデザインの発酵容器。
外見のためのデザインでなく、
上の縁部に液体を流す二重構造のためのデザインで、
パテントもあるそうだが、外観がとても魅力的である。
「八咫烏（やたがらす）」、「草（稲？）の芽」、「人間」など、
ちょっとキース・ヘリング風のイラストが
醗酵容器に描かれているのだが、
それもとても都会的でセンスがいい。

このマイクロ・マッコリ醸造所の最大の特徴は「米100％」。
通常、「米のマッコリ」と言っても、
オリゴ糖、アスパルテームなどを添加したものが多いが、
これはいわば「純米酒」。

そしてもう一つの特徴は「高価格（！）」。
マッコリの標準容器、750mlPETボトルで比較すると
通常のマッコリが
1,200～1,400ウォンなのに対し、
ペ・サンミョンのマイクロ醸造所のマッコリは
2,000ウォンと非常に高い。
多分、この手の商品で一番高い。

「価格に見合う味」が認知されているのだろう、
ソウル市内で6か所も、
同形式のマイクロ醸造所を展開している。
店頭販売中心かと思いきや、
できたてのフレッシュなものを
近隣の料飲店、コンビニ、販売店に卸すのが中心だそうだ。
（きた産業・メルマガから http://www.kitasangyo.com/Archive/mlmg/melmaga159.html ）
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http://www.kitasangyo.com/Archive/mlmg/melmaga159.html


都市型/街なか型・ワイン醸造所

（秋田）ワイナリーこのはな
商店街活性化目的型

http://north-country.co.jp/play_wine/

日本の小規模ワイン醸造所の類型 （「都市型/街なか型」以外も含む）

→21世紀になって、特区制度創設、商店街支援制度、6次産業支援制度などの影響で、他の国にない日本独特の多くの形態
が生まれている。複数の類型にまたがる醸造所もある。

♠原料調達
♠特区・自社ぶどう畑型 ♠特区・地元ブドウ購入型 ♠特区・バルク果汁型
（♠ブドウ栽培のみ行って、醸造は委託するスタイル）

♣立地・スタイル
♣BOP（醸造体験）型 ♣都会立地型 ♣さびれていく商店街の活性化目的型
♣農村活性化型 ♣「6次産業」型

♥♦☄☀事業形態
♥ワイン専業 ♥他との兼業 ♦収益目的 ♦非営利（活性化や福祉等が目的）
☄個人・家族経営 ☄グループ経営・共同出資 ☀実際にワインを製造 ☀バーチャル経営

11

Micro
WINE

in
downtown

（大阪）島之内フジマル醸造所
都市型

http://wineshop.exblog.jp/

http://north-country.co.jp/play_wine/
http://wineshop.exblog.jp/


（福島）ワイン工房あいづ
BOP型

http://www.hondawinery.co.jp

（北海道）ノースカントリー
BOP型

http://north-country.co.jp/play_wine/

（大分）百笑一喜
農村6次産業化型

（都市型ではありませんが、、）
http://north-country.co.jp/play_wine/

都市型/街なか型・ワイン醸造所

（大分）高倉ぶどう園
民宿・自家販売型

（都市型ではありませんが、、）
http://www.oct-net.ne.jp/~k-

46/pfl/pfl.html
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（熊本）荒尾乃葡萄酒
商店街活性化目的型

http://north-country.co.jp/play_wine/

http://www.hondawinery.co.jp/
http://north-country.co.jp/play_wine/
http://nousei.e-usa.jp/producer/wp-content/uploads/2010/10/a4244_01.jpg
http://nousei.e-usa.jp/producer/wp-content/uploads/2010/10/a4244_01.jpg
http://north-country.co.jp/play_wine/
http://www.oct-net.ne.jp/~k-46/pfl/pfl.html
http://north-country.co.jp/play_wine/


都市型/街なか型・ワイン醸造所

Adirondack Winery is the region's premier 

winery, with its Tasting Room located in 

the heart of beautiful Lake George Village, 

New York.
http://www.lakegeorge.com/business/adirondack-winery-and-tasting-room-3210/website/

The Napa Planning Commission unanimously 

approved plans for a new winery and 

microbrewery.

The winery will be built within the existing 

5,777 square foot industrial building at 1610 

Action Ave. Will open April 2012.
Wine&Vines Feb. 2012
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・・・ショッピング
センターの裏手、
倉庫のような場
所に「アーノット・
ロバーツ」の表
札が・・・
Skyward Jul. 2014



Broadway Brewing 
and Winemaking 

BOP型
http://vancouverwinemaking.com/

The Wine Castle
BOP型

http://www.winecastle.ca

Valley Estates
BOP型

http://www.valleyestates.ca/

Wine Craft
BOP型

http://www.wine-craft.com/

都市型/街なか型・ワイン醸造所
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Micro
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http://vancouverwinemaking.com/
http://www.yelp.ca/biz_redir?url=http://www.winecastle.ca&src_bizid=pbYsoARPOQn0WDl3F3HSiA&cachebuster=1350958266&s=4a88c057fcdb20d7dab42f314c9306628a826020f668b07f56b42d967ed6de29
http://www.valleyestates.ca/
http://www.wine-craft.com/


都市型・シードル醸造所
2010年12月4日、東北新幹線が青森まで全線開業。同じ日、新青森駅から4kmほどにある青森駅の
駅前、ウォーターフロントに建てられた「A-FACTORY」がオープン。
青森の地元食材を使用した料理やスウィーツを提供する「マルシェ」と、青森産リンゴから発泡性のお酒、
シードルを製造する「工房」からなる複合施設。カルバドスのためのシャラントポット蒸留器も設置。
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Micro
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マイクロ・スピリッツ蒸留所
アメリカではクラフト蒸留所（craft distillery）がブーム
ライセンスは2003年：69か所→2011年：240か所
2015年末には北米で450か所になると予測
蒸留酒の種類は、ジン、ウォッカ、ウイスキー、ブランデー

（Brewer & Distiller, Sep. 2011)

MB Roland Distillery from web site

West Virginia Distilling Company from web site
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Koval Craft Distillery from web site

Downslope Distilling from web site

Corsair Artisan Distillery from web site

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Downslopestill.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Downslopestill.jpg


マイクロ・スピリッツ蒸留所
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Micro
SPIRITS

ADIが2012年7月に実施したサーベイ
推定280のクラフト蒸留所、うち183から回答
2011年には60万ケースを販売、これは全米需要の0.3％
回答者のうち42が2012年の参入者

(ADI - American Distilling Institute, 2013 directory)



マイクロ・スピリッツ蒸留所
ロンドンでもマイクロ蒸留所（micro distillery）がブーム
2009年ころからロンドン市内にジン、ウォッカのマイクロ蒸留所が次々
登場。主に壜詰めで販売。アメリカの成功に刺激されたこともある。
「200年ぶりの復活」と称している。18世紀のロンドンには1500位の
ジン蒸留所があったが、税制とともに20世紀までに消滅した経緯から。

（imbibe.com, news Dec. 2009)

2012年開業 City Of London Distillery
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2009年開業 Sipsmith from web site

2009年開業 Oxley Spirits Company from web site

ロンドン街中マイクロ蒸溜所
ロンドンの金融街シティー近くの、小さな路地に「City of 

London Distillery」がある。 2012年暮れの開業。
階段を下ると、地下一階にバー・レストランと蒸留設備が。
ジントニックを飲んだが、なかなかまろやか、良いできばえ。

イギリスでは「蒸留器サイズ18ヘクトリットル以下にはライ
センスを与えないかもしれない」というあいまいな文章の通
達があったが、規制が緩和されて小さな蒸留釜がOKに。

(Brewer & Distiller Sept. 2012)

SHIPSMITH @ Heathrow Airport



マイクロ・スピリッツ蒸留所

19

Micro
SPIRITS

オランダ・アムステルダムの街中マイクロ蒸溜所
アムステルダム観光の中心、ダム広場からアーケードの小さな路地にはいると、蒸留所
「Wynand Fockinkワイナンド・フォッキンク」があります。ガイドブックには1679年創業、と書
いていますが、オリジナルの会社は戦後、ボルス社（オランダ最大手の蒸留酒メーカー）に引き
継がれ、現在の場所の小規模蒸留所は1993年からだそう。「ジュネバ」とはオランダのジンの
こと。爽やかなのどごし。
工場はリノベーションの最中で蒸溜所ツアーはかなわなかったが、窓越しに見た蒸留器はドイ

ツのクリスチャン・カール製とおぼしき、ごく小さなものでした。

Distillation Still

アイルランド・ダブリンの
都市にあったウイスキー蒸留所の跡

ダブリン市街地の中心部に、「The Old Jameson 

Distillery」 があります。1780年にジェイムソン家が
蒸留所を創業してから、コーク県ミドルトンに移転す
る1971年まで実際にウィスキーを製造していた。
1997年にウイスキーセンターとしてオープン、ガイド付

ツアーでは、実際に使われていた設備を見学しなが
らウイスキーの製造過程が説明されます。

The Old Jameson Distillery, Dublin, Ireland 

spirit

wash

feints

（滋賀）ナインリーヴズ蒸溜所
2013年開業の小規模蒸留所

Wynand Fockink Distillery, Amsterdam, Nederland
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Hawaiian Shochu Company (ハワイアン焼酎カンパニー)
芋焼酎「波花」。鹿児島・万膳酒造で焼酎仕込みを修行した平田さん夫妻が2013年に創業。
ハワイの紫芋（さつま芋）で、甕仕込み。

マイクロ・スピリッツ蒸留所
Micro

SPIRITS
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