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茨城 ⽊内酒造（資） 常陸野ネストビール 9610 茨城県那珂市鴻巣１２５７ 029-212-5111 清酒「菊盛」　　韓国、⾹港にも現地醸造⼯場 〇
茨城 ⼤⼦森林物産（株） やみぞ森林ビール 9704 茨城県久慈郡⼤⼦町上⾦沢 0295-72-8888 https://www.facebook.com/mamemamebe
茨城 （株）オールフィールズ パラダイスビアファクトリー 1604 茨城県⿅嶋市宮中１丁⽬５－ 0299-77-8745 http://www.paradise-beer.com
茨城 （株）安井商店 さかい河岸ブルワリー 1901 茨城県猿島郡境町１３４１－ 0280-87-0022
茨城 結城⻨酒醸造 1907 茨城県結城市中央町１－７－ 090-1812-4510 https://www.facebook.com/pg/fukushigesy
栃⽊ （株）ファーマーズ･フォレスト 宇都宮クラフトビール 9609 栃⽊県宇都宮市新⾥町丙２５ 028-665-8800 〇 http://www.romanticmura.com
栃⽊ 那須⾼原ビール（株） 那須⾼原ビール 9610 栃⽊県那須郡那須町⼤字⾼久 0287-62-8958 〇 http://www.nasukohgenbeer.co.jp
栃⽊ （株）ホンダ産業 プレストンエール 0410 栃⽊県河内郡上三川町⼤字磯 0285-55-2259 http://beer-cruise.net/beer
栃⽊ 栃⽊マイクロブルワリー 0807 栃⽊県宇都宮市東塙⽥１丁⽬ 028-622-1314 http://www.beatclub.jp
栃⽊ 宇都宮ブルワリー（株） BLUE MAGIC 1404 栃⽊県宇都宮市池上町３番８ 028-307-0971 http://bluemagic-brew.com
栃⽊ （株）うしとら うしとらビール 1408 栃⽊県下野市笹原１４２－３ 0285-39-7300 〇
栃⽊ （株）三本松茶屋 Nikko Brewing 1804 栃⽊県⽇光市⽊和⽥島１５６ 0288-25-3631 https://nikko-monkeys.beer/
栃⽊ マァマー（株） Murmur 1806 栃⽊県⽇光市上鉢⽯町１０ NA https://www.facebook.com/murmurbiiru/
千葉 （資）寒菊銘醸 九⼗九⾥オーシャンビール 9707 千葉県⼭武市松尾町武野⾥ 0479-86-3050 清酒「寒菊」 〇
千葉 （有）農業法⼈安房⻨酒 安房ビール 9806 千葉県南房総市⾕向３９４番 0470-36-4231 http://beer.awa.or.jp
千葉 （株）イクスピアリ ハーヴェスト・ムーン 0007 千葉県浦安市舞浜１－４ 050-3494-6550 http://www.ikspiari.co.jp
千葉 （同）ロコビア 佐倉⾹りの⽣ 1209 千葉県佐倉市上座１１９３番 043-487-6914
千葉 （合）ソングバードビール ソングバードビール 1502 千葉県⽊更津市清川１－１４ NA http://songbirdbeer.blogspot.com
千葉 エルオーエル（株）　　むぎのくら⾕津醸造所 ならしのクラフトビール 1706 千葉県習志野市⾕津４－６－ 047-429-8895
千葉 （有）こまいぬ　　柏ビール⼯房 柏ビール 1801 千葉県柏市柏5-8-15 047-7199-7774
千葉 きょなん（株） 鋸南⻨酒 1804 千葉県安房郡鋸南町吉浜５ 0470-29-5454
千葉 幕張ブルワリー（株） 幕張ブルワリー 1806 千葉県千葉市美浜区若葉３－ 043-307-1962 https://www.facebook.com/makuharibrewe
千葉 （株）プロフード 　船橋ビール醸造所 船橋ビール 1806 千葉県船橋市⻄船4丁⽬29番 047-437-8888
千葉 （株）光和システム開発 光和ビール 1807 千葉県⻑⽣郡⽩⼦町古所３３ 03-5833-8638 https://www.facebook.com/kowabeer
千葉 柏ブルワリー本店 柏エール 1812 千葉県柏市酒井根５－２－４ 047-7192-6686 http://kasiwa-tei.com
千葉 松⼾ビール 松⼾ビール 1905 千葉県松⼾市松⼾１１５１－ 047-711-7218 https://www.facebook.com/matsudobrewe
千葉 Y.Y.G.FACTORY 1905 千葉県千葉市中央区⻑洲１丁 043-306-2556 http://www.yygbrewery.com
東京 ホッピービバレッジ（株）調布⼯場 ⾚坂ビール・深⼤寺ビール 9503 東京都調布市多摩川１－３４ 042-485-1840
東京 （株）タイソンズアンドカンパニー T.Y.HARBOR 9704 東京都品川区東品川⼆丁⽬ 03-5479-1686 〇 https://www.tysons.jp
東京 ⽯川酒造（株） 多摩の恵 9706 東京都福⽣市熊川１番地 042-553-0100 清酒「多満⾃慢」 〇 http://www.tamajiman.co.jp
東京 （有）ヴィルゴビール ヴィルゴビール 0104 東京都墨⽥区緑４－８－８ 03-5600-0181 http://virgobeer.com
東京 （有）⼋蛮 ⼋蛮ビール 0511 東京都中央区銀座２－１４－ 03-3546-8708 http://www.hachiban.net
東京 （株）⻨酒企画　⾼円寺⻨酒⼯房 ⻨酒企画 1011 東京都杉並区⾼円寺北２－２ 03-5373-5301 http://beerkobo.web.fc2.com
東京 （株）⻨酒企画　阿佐⾕ビール⼯房 ⻨酒企画 1206 東京都杉並区阿佐⾕北２－ 03-3336-0606 ⻨酒企画2号店　2017年1⽉に移転 http://beerkobo.web.fc2.com
東京 （株）⻨酒企画　荻窪ビール⼯房 ⻨酒企画 1308 東京都杉並区荻窪５－２３－ 03-5397-1205 ⻨酒企画3号店 http://beerkobo.web.fc2.com
東京 ⽔研クリエイト（株） ⼗条すいけんブルワリー 1311 東京都北区上⼗条２－７－ 03-5948-5657 http://plusplus.suiken.beer
東京 カンピオンエール（同） 1312 東京都台東区⻄浅草２－２－ 03-6231-6554 http://www.campionale.com
東京 ⽬⿊タバーン（株） 1402 東京都⽬⿊区下⽬⿊１－３－ 03-3779-0280 http://www.themegurotavern.com
東京 宮多⻨酒醸造所 Miyata Beer 1404 東京都墨⽥区横川３丁⽬１２ 03-3626-2239 http://miyatabeer.com
東京 （株）⻨酒企画　中野ビール⼯房 ⻨酒企画 1404 東京都中野区中野５－５３－ 03-3385-3301 ⻨酒企画4号店 http://nakanobeer.blogspot.jp
東京 ビーエルジャパン（株） ⽻⽥ブルワリー 1501 東京都⼤⽥区⻄蒲⽥２－７－ 03-6410-2653 http://bljkk.com
東京 マイスターブロイ（株）⽬⿊醸造所 1504 東京都⽬⿊区⽬⿊本町４－２ NA
東京 麒麟⻨酒（株）　スプリングバレーブルワリー東 スプリングバレー 1504 東京都渋⾕区代官⼭町１３－ 03-6416-4960 http://springvalleybrewery.jp
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東京 デビルクラフト（株）　 デビルクラフト 1510 東京都品川区広町１－３－２ 03-6265-1779 http://www.devilcraft.jp
東京 （有）フォレストパンド　調布ビアワークス セントロビンソンビール 1512 東京都調布市国領町２－１５ 042-430-1088 http://www.asahi-net.or.jp
東京 VERTERE（同）⻘⼭居⻨酒醸造所 VERTERE 1512 東京都⻄多摩郡奥多摩町氷川 0428-85-8590 http://verterebrew.com
東京 （株）ユウ・アンド・アソシエイツ YYGブルワリー 1602 東京都渋⾕区代々⽊２－１８ 03-6276-5550 http://www.yygbrewery.com
東京 （株）⻨酒企画　⾼⽥⾺場醸造所 ⾼⽥婆ビール⼯房 1602 東京都新宿区⾼⽥⾺場１－２ 03 6457-6410 ⻨酒企画6号店 〇 http://beerkobo.web.fc2.com
東京 ライナ（株） Vector Beer Factory Vector Beer 1603 東京都新宿区新宿１－３６－ 03-5315-4744 https://www.lifeart-navi.com
東京 （同）さかづき 　 さかづきBrewing 1603 東京都⾜⽴区千住旭町１１－ 03-5284-9432 https://www.facebook.com
東京 （株）きちり Anchor Point 1607 東京都千代⽥区平河町２－６ 03-3263-8378 http://anchor-point.jp
東京 （株）太極舎 暁ブリュワリー 1609 東京都世⽥⾕区経堂２－１３ 03-3216-0581 〇 http://barbar.jp
東京 （株）ブリューインバー　銀座醸造所  主⽔ monde 1702 東京都中央区銀座８－１１－ 03-3574-7004 http://www.brewinbar.com
東京 （株）⻨酒企画　阿佐ヶ⾕ビール⼯房 ⻨酒企画 1703 東京都杉並区阿佐⾕北２－ 03-3336-0606 http://asagayabeer.blogspot.jp
東京 （株）⻨酒企画　⻨酒⼯房 ⾼⽥⾺場醸造所⻨酒企画 1711 東京都新宿区⻄新宿１－２６ 03-6457-6410 http://beerkobo.web.fc2.com
東京 トウショ酒販（株） HYUGA BREWERY 1707 東京都神津島村１４２－２ 04992-7-5335
東京 東京隅⽥川ブルーイング（株） 東京隅⽥川ブルーイング 1707 東京都墨⽥区吾妻橋1－２３ 03-5608-3832 https://www.asahibeer.co.jp
東京 （株）シェアードブルワリー 1709 東京都⼋王⼦市⻑沼町５８－ 042-657-2671 https://www.sharedbrewery.com
東京 横⼗間川酒造 ガハハビール 1709 東京都江東区南砂２－３－ 03-6659-7043
東京 後藤醸造 経堂エール 1709 東京都世⽥⾕区経堂２－１４ 03-6751-0698 http://www.gotojozo.com
東京 （有）秋元商店　　籠屋ブルワリー 籠屋ブルワリー 1712 東京都狛江市駒井町３－３４ 03-3480-8931 http://www.houzan.com
東京 Distant Shores Brewing（株） 1712 東京都東村⼭市秋津町３－ 042-306-4242 http://www.distantshoresbrewing.com
東京 （株）⻨酒企画　　⻨酒⼯房　新宿醸造所 ⻨酒企画 1712 東京都新宿区⻄新宿１－２６ 03-6258-0885 ⻨酒企画８号店 http://beerkobo.web.fc2.com
東京 ⾼尾ビール（株） ⾼尾ビール 1712 東京都⼋王⼦市下恩⽅町１５ NA http://www.takaobeer.com
東京 ライナ（株）　浅草橋ビール醸造所 1712 東京都台東区浅草橋４－７－ 03-6380-6844 新宿店に続く２店舗⽬ https://craftbeercompany.co.jp
東京 （株）スイベルアンドノット　　 26Kブルワリー 1802 東京都武蔵野市境南町３－２ 0422-38-5500 http://ond-craftfood.com
東京 （株）ラムラ　 Ottotto Brewey 1803 東京都港区浜松町２－１－５ 03-6452-8871 http://ottotto-brewery.jp
東京 （同）カンパイ⽇和 1803 東京都杉並区⾼円寺北４－２ 080-5913-8241 https://www.facebook.com/andbeerkoenji
東京 リバティーン（株） Inazuma Brewery 1803 東京都港区六本⽊３－６－９ 03-6441-2802 http://inazumabeer.com
東京 （株）Fat Barley 1804 東京都⽻村市富⼠⾒平１－ 042-578-4373 http://ashford.bitter.jp
東京 和泉ブルワリー（同） 和泉ブルワリー 1804 東京都狛江市和泉本町１－ 03-5761-7130 〇 http://www.beer-cellar-tokyo.com
東京 プレミアムトレジャース（株） 江⼾東京ビール 1804 東京都江東区千⽥１６－２ 03-6659-8379 http://edo-tokyo-beer.com
東京 （同）ウッディ　　ウッディ酒造場 1805 東京都杉並区久我⼭３－１７ NA https://www.facebook.com/MountainRiverB
東京 アウグスビール（株） 1805 東京都⽂京区湯島２－２７－ 03-5807-6530 http://www.augustbeer.com
東京 （株）riot　beer 1805 東京都世⽥⾕区砧５－１１－ 050-5809-9387 http://www.riotbeer.biz
東京 （株）スモークビアファクトリー　⼤塚店 1806 東京都豊島区南⼤塚１－６０ 03-3942-0180 https://smokebeerfactory.com
東京 （株）クランクブルーイング 1806 東京都板橋区板橋３－４０－ 03-6909-6672 https://www.facebook.com
東京 スコッチモルト販売（株） TOKYO ALEWORKS 1806 東京都板橋区板橋１－８－４ 03-3961-1196 http://tokyoaleworks.com
東京 EVER BREW（株）RIO BREWING & CO東京醸造所 1807 東京都品川区⻄五反⽥１－ 03-6420-0686 http://www.riobrewing.jp
東京 イサナブルーイング（同） 1809 東京都昭島市昭和町２－７－ 050-5327-9884 https://www.isana-brewing.com
東京 （株）⼩笠原商店 OGA BREWING COMPA 1901 東京都三鷹市下連雀４－１－ 0422-90-6480 https://www.facebook.com
東京 （同）スナークリキッドワークス Snark Liquidworks 1904 東京都豊島区⻄池袋４－１９ NA http://snarkliquidworks.com
東京 BEER& - 246 AOYAMA BREWERY- 1905 東京都港区北⻘⼭２－３－ 03-6812-9895 https://belswine.com
東京 （株）エッジオブクリフ＆コムレイド 東京ブッチャーズ 1905 東京都台東区上野５－１０－ 03-6823-4029 http://shop.eocc.jp/ourrestaurants
東京 （株）グランブルー カンパイ︕ブルーイング 1905 東京都⽂京区関⼝１－２８－ 03-5579-2085 https://www.facebook.com/kanpaibeer/
東京 ⻨酒⼯房ゼロラボ　中野⻨酒⼯房 中野⻨酒 1905 東京都中野区中野５－５３ 03-3385-3301 http://nakanobeer.blogspot.com
東京 （株）スティルハウス Folkways Brewing 1906 東京都江東区平野３－６－３ NA https://www.facebook.com/folkwaysbrewin
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埼⽟ （株）協同商事 COEDOクラフトビール 9602 埼⽟県川越市福⽥５９－１ 049-228-0800 2015年リニューアル 〇 https://www.coedobrewery.com
埼⽟ （株）協同商事 COEDOクラフトビール 9711 埼⽟県東松⼭市⼤⾕１３５２ 0570-018-777 2016年9⽉に移転 〇
埼⽟ （株）⽻⽣の⾥ こぶし花ビール 0104 埼⽟県⽻⽣市⼤字三⽥ヶ⾕１ 048-565-5100 〇 http://www.hana-beer.com
埼⽟ （合）⻨雑穀⼯房 ⻨雑穀⼯房 0404 埼⽟県⼩川町⼤塚１１５１－ 0493-72-5673 http://www.craft-beer.net/zkm.html
埼⽟ ⿇原酒造（株） 越⽣ブリュワリー 1108 埼⽟県⼊間郡越⽣町⼤字上野 049-298-6010 清酒「琵琶のさゝ浪」 http://www.musashino-asahara.jp
埼⽟ 所沢ビール（株） 所沢ビール 1306 埼⽟県所沢市北原町８６６番 04-2992-0501 http://tokorozawabeer.com
埼⽟ （株）氷川ブリュワリー　 氷川の杜 1408 埼⽟県さいたま市⼤宮区⾼⿐町 048-783-5123 https://hikawa-brewery.com
埼⽟ （株）アライ　川⼝ブルワリー　　 川⼝ブルワリー 1602 埼⽟県川⼝市幸町２－２－ 048-280-6130 http://arainet.jp
埼⽟ （株）⻨酒企画　⻨酒⼯房所沢醸造所 ⻨酒企画 1611 東京都所沢市⽇吉町１２－ 042-925-1232 ⻨酒企画7号店 http://beerkobo.web.fc2.com
埼⽟ （株）FAR EAST　CARVAANブルワリー （株）FAR EAST 1704 埼⽟県飯能市⼤河原３３番地 042-973-2060 〇 http://fareastinc.co.jp
埼⽟ 秩⽗⻨酒醸造所 秩⽗⻨酒 1711 埼⽟県秩⽗市番場町１７－ 050-3692-3895 http://www.chichibu-lab.jp
埼⽟ （株）Y.craft SHIKI　BEER 1803 埼⽟県志⽊市上宗岡４－６－ 050-1332-2457
埼⽟ 星野製作所 1807 埼⽟県川⼝市⼤字榛松１９５ NA https://www.facebook.com/hoshinobeer/
埼⽟ GROW BREW HOUSE 1905 埼⽟県川⼝市⻄川⼝１丁⽬２ 048-251-9366 http://home.att.ne.jp

神奈川 熊澤酒造（株） 湘南ビール 9612 神奈川県茅ヶ崎市⾹川７－１ 0467-52-6118 清酒「天⻘」 〇 http://www.kumazawa.jp
神奈川 厚⽊ビール（株） 厚⽊ビール 9707 神奈川県厚⽊市⽔引２－１２ 046-223-1515 http://www.atsugi.to
神奈川 鎌倉ビール醸造（株） 鎌倉ビール 9802 神奈川県鎌倉市⼤町５－９－ 0467-23-5533 〇 http://www.kamakura-beer.sakura.ne.jp
神奈川 （株）⼩⽥原鈴廣 箱根ビール 9806 神奈川県⼩⽥原市⾵祭２４５ 0465-23-7373 〇 http://www.hakone-beer.com
神奈川 ⻩⾦井酒造（株） さがみビール 9811 神奈川県厚⽊市七沢７６９ 046-248-0124 清酒「盛升」 〇 http://www.koganeishuzou.com
神奈川 （株）横浜ビール 横浜ビール 9907 神奈川県横浜市中区住吉町６ 045-212-9633 〇 http://umaya.com
神奈川 サンクトガーレン（有） 0304 神奈川県厚⽊市⾦⽥１１３７ 046-224-2317 〇 https://www.sanktgallenbrewery.com
神奈川 （有）⾜柄地ビール ⾜柄ハッピーモルト 0904 神奈川県⾜柄上郡松⽥町松⽥ 0465-83-1515 https://town.matsuda.kanagawa.jp
神奈川 ムーンライト（株） ブルーパブ・ムーンライト 0905 神奈川県川崎市多摩区登⼾ 044-930-1018 http://www.craftbeer-moonlight.jp
神奈川 ビア･ドリンキング･インターナショナル（株） スラッシュゾーン 1002 神奈川県横浜市神奈川区反町 045-514-9177 http://www.beerdrinkinginternational.com
神奈川 ブリマー・ブルーイング（株） 1202 神奈川県川崎市⾼津区久地４ 044-281-0541 http://www.brimmerbrewing.com
神奈川 横浜ベイブルーイング（株） ベイ・ブルーイング・ヨコハマ 1201 神奈川県横浜市⼾塚区上⽮部 045-443-9972 2016年7⽉移転 〇 https://www.yokohamabaybrewing.jp
神奈川 （株）ヨロッコビール michi-kusa 1209 神奈川県逗⼦市久⽊３－７－ 046-874-4645 〇 http://www.yorocco-beer.com
神奈川 （株）リープ　T.T BREWERY　　 川崎ラチッタデッラ 1502 神奈川県川崎市川崎区⼩川町 044-201-4282 http://leap.co.jp
神奈川 麒麟⻨酒（株） スプリングバレーブルワリー横

浜 1503 神奈川県横浜市鶴⾒区⽣⻨ 045-506-3017 http://springvalleybrewery.jp
神奈川 フィフティーンブルワリー 15 brewery 1510 神奈川県三浦郡葉⼭町堀内７ NA http://15brewery.blogspot.jp
神奈川 （株）⻨⾵堂 南横浜ビール研究所 1603 神奈川県横浜市⾦沢区釜利⾕ 045-781-5055 http://beerlabo.hatenablog.jp
神奈川 （株）安藤商店 Goldʼn Bub 1607 神奈川県茅ヶ崎市幸町２３－ 0467-67-7916 https://ameblo.jp/goldn-bub
神奈川 （有）グローバルフュージョン 横濱⾦沢ブルワリー 1607 神奈川県横浜市⾦沢区能⾒台 045-788-4575 http://www.g-fusion.net
神奈川 （有）たのし屋本舗 横須賀ビール 1701 神奈川県横須賀市⼤滝町１－ 046-874-8588 https://r.gnavi.co.jp
神奈川 （株）坂⼝屋 TDM1874 Brewery 1701 神奈川県横浜市緑区⼗⽇市場 045-985-4955 http://www.sakaguchiya.co.jp
神奈川 TKBrewing（株） 1702 神奈川県川崎市川崎区⼩川町 090-2420-2583 http://tkbrewing.com
神奈川 EBINA BEER 1708 神奈川県海⽼名市扇町５－４ 046-259-8730 https://www.facebook.com/EBINABEER/
神奈川 TKBrewing（株） 1711 神奈川県川崎市川崎区⽇進町 090-2420-2583 http://www.tkbrewing.com
神奈川 （株）ダイニング 1801 神奈川県⾜柄下群箱根町強羅 0460-83-8107 http://itoh-dining.co.jp
神奈川 （株）KEY CORPORATION　　鍵屋醸造所 1804 神奈川県川崎市幸区北加瀬 044-223-8061 http://www.cafeclubkey.com
神奈川 （有）テクノプラン  Garapago Racing Kaise 1804 神奈川県⾜柄上郡開成町みな 0465-82-5996 https://www.facebook.com/Garapago-Raci
神奈川 （株）ハチミツ　　 Roto Brewery 1805 神奈川県横浜市港南区上⼤岡 050-1360-1069 https://www.facebook.com/RotoBrewery
神奈川 Jazz Brewing Fujino 1805 神奈川県相模原市緑区佐野川 090-2491-7762 https://www.facebook.com/Jazz-brewing-f
神奈川 （株）Ｎ-１ 254BEER 29BY 1808 神奈川県横浜市中区吉⽥町５ 045-517-2310 〇 http://254beer.blogspot.com
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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︓2019年７⽉）

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

神奈川 （株）岩⽥屋  東海道BEER 1812 神奈川県川崎市川崎区本町 044-272-3639 https://www.facebook.com/tokaidobeer.ka
神奈川 ヨロッコビール 1906 神奈川県鎌倉市岩瀬１２７５ NA http://www.yorocco-beer.com
群⾺ （株）ファーム ⾚城⼭麓ビール 9704 群⾺県前橋市苗ヶ島町２３３ 027-283-8451
群⾺ ⽉夜野クラフトビール（株） ⽉夜野クラフトビール 9705 群⾺県利根郡みなかみ町後閑 0278-20-2033 http://www.vidro-park.jp
群⾺ （株）夢⻨酒太⽥ 呑⿓夢⻨酒 9707 群⾺県太⽥市飯⽥町８９５ 0276-47-1222 http://www.donryudream.com
群⾺ （有）浅間⾼原ビール 嬬恋⾼原ビール 9707 群⾺県吾妻郡嬬恋村⼤字⼤笹 0279-96-1403 http://www.tsumabru.com
群⾺ （株）⽥園プラザ川場 川場ビール 9805 群⾺県利根郡川場村⼤字萩室 0278-52-3711 https://www.denenplaza.co.jp
群⾺ （株）⼩春⽇和 四万温泉エール 1106 群⾺県吾妻郡中之条町⼤字四 0279-64-2608 http://jibier.com
群⾺ シンキチ醸造所 1611 群⾺県⾼崎市若松町２－１ 080-6629-2017 https://www.facebook.com/シンキチ醸造所
群⾺ （同）オクトワン / OCTONE Brewing 1804 群⾺県利根郡みなかみ町湯原 0278-25-4520 http://oct-1.com
⼭梨 ⼤和葡萄酒（株）／ 甲斐ドラフトビール 9506 ⼭梨県甲州市勝沼町等々⼒７ 0553-44-0433 https://www.yatsugatake-beer.com
⼭梨 萌⽊の村（株）／ ⼋ケ岳ビールタッチダウン 9707 ⼭梨県北杜市⾼根町清⾥３５ 0551-48-3522 〇 http://www.moeginomura.co.jp
⼭梨 富⼠観光開発（株）／ 富⼠桜⾼原ビール 9801 ⼭梨県南都留郡富⼠河⼝湖町 0555-83-2236 〇 https://www.fujizakura-beer.jp
⼭梨 ふじやまビール（株）／ ふじやまビール 9804 ⼭梨県富⼠吉⽥市新屋１９３ 0555-24-4800 http://www.fujiyama-beer.com
⼭梨 アウトサイダー･ブルーイング（同） Outsider 1201 ⼭梨県甲府市中央１－１－５ 055-223-2622 http://outsiderbrewing.jp
⼭梨 Far Yeast Brewing㈱ 源流醸造所 Far Yeast 1704 ⼭梨県北都留郡⼩菅村４３４ 070-5594-6881 http://faryeast.com
⼭梨 宇宙カンパニー（同） うちゅうブルーイング 1805 ⼭梨県北杜市⾼根町蔵原９３ 080-3351-4431 http://uchubrewing.com

1995〜1999年Open 2015年Open
2000〜2004年Open 2016年Open
2005〜2009年Open 2017年Open
2010〜2014年Open 2018年Open

2019年Open
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