
酒類等製造免許の新規取得者名等一覧（令和３年分）

　令和３年１月１日から令和３年12月31日までの酒類等製造免許の取得者等は次のとおりです。

都道府
県名

税務
署名

免許等年月日 申請等年月日 製造者氏名又は名称 製造場所在地 免許等区分 品目 処理区分

滋賀 今津 令和3年1月1日 令和2年6月8日
法人番号3160001020994
びわ湖ブルワリー株式会社

高島市今津町今津６９４番
地２

酒類 ビール 新規

奈良 葛城 令和3年1月18日 令和2年9月23日
法人番号1150001015015
長龍酒造株式会社
長龍酒造株式会社　広陵蔵

北葛城郡広陵町大字南４ 酒類 ビール 新規

鳥取 米子 令和3年1月18日 令和2年10月21日
法人番号3270001003749
株式会社海産物のきむらや
株式会社海産物のきむらや

境港市渡町3307 試験免許 ビール 新規

山梨 大月 令和3年1月29日 令和2年6月3日
法人番号8090001010800
株式会社ジャパネットサービスイノベーション

南都留郡山中湖村山中１０
５４番地１

酒類 ビール 新規

北海道
旭川
中

令和3年2月26日 令和2年12月16日

法人番号8010105000820
独立行政法人国立高等専門学校機構
独立行政法人国立高等専門学校機構　旭川
工業高等専門学校　化学棟１階「微生物反応
実験室」及び化学棟３階「生化学大実験室」

旭川市春光台二条二丁目１
番６号旭川工業高等専門学
校　化学棟１階及び３階

試験免許 ビール 新規

北海道
札幌
東

令和3年3月1日 令和3年1月7日
法人番号1430001078537
月と太陽ＢＲＥＷＩＮＧ株式会社
月と太陽ＢＲＥＷＩＮＧ株式会社　白石工場

札幌市白石区本通四丁目
南３番７号

酒類 ビール 移転

岡山 瀬戸 令和3年3月17日 令和3年1月22日

法人番号4290801020346
株式会社ワールドインテック
おかやまフォレストパーク ドイツの森ビール工
房

赤磐市仁堀中2006番地 酒類 ビール 移転

徳島 徳島 令和3年3月25日 令和3年3月1日
法人番号4000020360007
徳島県
徳島県立工業技術センター

徳島市雑賀町西開１１番２ 試験免許 ビール 新規

青森 弘前 令和3年4月1日 令和3年1月22日
法人番号4420005005394
国立大学法人弘前大学
弘前大学酒類製造場

弘前市大字文京町3番地 試験免許 ビール 新規

埼玉 川口 令和3年4月1日 令和2年12月7日
法人番号3030002109560
新井商店　株式会社
川口ブルワリー

川口市幸町二丁目２番１６
号　フジ・マルシェビル１０３

酒類 ビール 新規

東京 豊島 令和3年4月1日 令和2年11月9日
法人番号2011601024129
Ｉｎｋｈｏｒｎ　Ｂｒｅｗｉｎｇ株式会社
Ｉｎｋｈｏｒｎ　Ｂｒｅｗｉｎｇ

豊島区目白２丁目２番２号
Ｍｅｊｉｒｏ２２２ビル１階

酒類 ビール 新規

東京
武蔵
府中

令和3年4月1日 令和3年2月16日
法人番号7012402012929
有限会社秋元商店
籠屋ブルワリー

狛江市駒井町３丁目３４番４
号　建物１階及び２階

酒類 ビール 新規

神奈川
横浜
中

令和3年4月1日 令和2年11月10日
法人番号7020001138368
株式会社横浜ビール醸造所
横浜ビール醸造所

横浜市中区住吉町６丁目６
８番地１　横浜関内地所ビ
ル１階、２階及び３階

酒類 ビール 新規

宮崎 宮崎 令和3年4月1日 令和3年1月29日
法人番号4000020450006
宮崎県
宮崎県食品開発センター

宮崎市佐土原東上那珂字
長谷水１６５００番２

試験 ビール 新規

東京
武蔵
府中

令和3年4月28日 令和3年1月18日
法人番号2011301016500
株式会社麦酒企画
発酵ビストロ　ＳＡＫＥ－ＹＡ　ＫＩＴＡＭＩ

狛江市岩戸北２丁目２０番１
０号　小田急マルシェ喜多見
４

酒類 ビール 移転

兵庫 神戸 令和3年6月10日 令和3年4月1日
法人番号2140001088176
株式会社スターボード
神戸ビール諏訪山醸造所

神戸市中央区山本通５丁目
３番３５号　グランセゾン諏
訪山１階

酒類 ビール 移転

茨城
竜ケ
崎

令和3年6月21日 令和3年2月24日
法人番号4050001047024
牛久シャトー　株式会社
牛久シャトーブルワリー

牛久市中央三丁目２０番地
１

酒類 ビール 新規

大阪 西成 令和3年6月23日 令和3年4月2日
法人番号9120003006528
株式会社シクロ
ｄｅｒａｉｌｌｅｕｒ　ｂｒｅｗ　ｗｏｒｋｓ

大阪市西成区萩之茶屋２丁
目１０番２号

酒類 ビール 移転

神奈川
川崎
北

令和3年6月24日 令和3年4月28日

法人番号9010401081175
サントリーＭＯＮＯＺＵＫＵＲＩエキスパート株式
会社
サントリーＭＯＮＯＺＵＫＵＲＩエキスパート株式
会社商品開発センター

川崎市中原区今井上町１３
番２号

試験免許 ビール 新規

島根 浜田 令和3年6月28日 令和3年5月28日
法人番号6280001007127
株式会社三島ファーム
株式会社三島ファーム

浜田市原井町3050番地46
山陰浜田港公設市場商業
棟どぶろく室

酒類 ビール 移転

鹿児島
加治
木

令和3年7月1日 令和3年5月7日
法人番号3340001007759
きりしま高原麦酒　株式会社
きりしま高原麦酒株式会社

霧島市溝辺町麓８７６番地１
５

酒類 ビール 法人成り等

愛媛 松山 令和3年7月6日 令和3年1月28日
法人番号9500001021548
株式会社JAPANDEMIC　COMPANY
DD４D　Fａｃｔｏｒｙ

松山市住吉二丁目12番19
号

酒類 ビール 新規

新潟 長岡 令和3年8月11日 令和3年6月11日
法人番号6110001023735
朝日酒造　株式会社

長岡市朝日８８０番地１ 試験免許 ビール 新規

兵庫 神戸 令和3年8月20日 令和3年7月5日
法人番号2140003010526
インザドア合同会社
インザドアブルーイング

神戸市中央区波止場町５番
４号　中突堤中央ビル１階

酒類 ビール 移転

岐阜
岐阜
北

令和3年8月24日 令和3年8月10日
岐阜県
岐阜県食品科学研究所

岐阜市柳戸1番1 試験免許 ビール 新規

京都 宇治 令和3年9月1日 令和3年6月11日
法人番号9010401081175
サントリーＭＯＮＯＺＵＫＵＲＩエキスパート株式
会社

京都府相楽郡精華町精華
台８丁目１番１号

試験免許 ビール 新規

神奈川 藤沢 令和3年9月7日 令和3年1月13日
法人番号5021003009897
合同会社パシフィック

茅ヶ崎市萩園２６４４番地の
３

酒類 ビール 新規

東京 立川 令和3年10月14日 令和3年3月15日
法人番号9012803001941
株式会社立飛ホスピタリティマネジメント
立飛麦酒醸造所

立川市高松町１丁目２３番１
４号　建物１階及び２階

酒類 ビール 新規



富山 高岡 令和3年10月25日 令和3年8月13日
法人番号5230001017098
株式会社ブルーミン
BREWMIN'醸造所

氷見市上田１０番地２２ 酒類 ビール 移転

山梨 大月 令和3年11月1日 令和3年6月23日
法人番号2090001016786
株式会社ジャパネットウォーター
富士麦酒醸造所

南都留郡山中湖村山中１０
５４番地１

酒類 ビール 新規

香川 高松 令和3年11月26日 令和2年11月19日
法人番号1470001018266
株式会社瀬戸内
株式会社瀬戸内

高松市松島町三丁目５番１
号

酒類 ビール 新規

千葉 松戸 令和3年12月8日 令和3年9月27日
渡邊　友紀子
松戸ビール

松戸市三矢小台３丁目９番
１号

酒類 ビール 移転

宮城
仙台
中

令和3年12月13日 令和3年10月5日
法人番号7370005002147
国立大学法人東北大学
東北大学大学院農学研究科・農学部

仙台市青葉区荒巻字青葉
468番地1
国立大学法人東北大学青
葉山新キャンパス農学系総
合研究棟

試験免許 ビール 新規

東京 青梅 令和3年12月21日 令和3年1月29日
法人番号5013101007684
株式会社Ｆａｔ　Ｂａｒｌｅｙ
Ｆａｔ　Ｂａｒｌｅｙ　Ｂｒｅｗｉｎｇ

福生市大字福生８７６番地１
２

酒類 ビール 移転

鳥取 鳥取 令和3年12月21日 令和3年10月4日
法人番号　7270001007300
株式会社AKARI BREWING
株式会社AKARI BREWING

鳥取市鹿野町宮方148番地
3

酒類 ビール 移転

群馬
中之
条

令和3年12月24日 令和3年11月5日
法人番号5010001187343
株式会社　アウグス・ブルワリー
川原湯温泉醸造場

吾妻郡長野原町大字川原
湯２２３番地５　あそびの基
地ＮＯＡ１階

酒類 ビール 移転


