
特定酒類 特産酒類

果実酒
その他の
醸造酒

単式蒸留
焼酎

果実酒
原料用ア
ルコール

リキュ
ール

1 第8回 17年7月 北海道 長沼町 長沼町グリーン・ツーリズム特区 ○

2 第19回 21年3月 北海道 新篠津村 しんしのつどぶろく特区 ○

3 第27回 23年11月 北海道 余市町 北のフルーツ王国よいちワイン特区 ○ ○ ○

4 第32回 25年11月 北海道 深川市 ふかがわ果実酒特区 ○

5 第35回 26年11月 北海道 ニセコ町 ニセコ町ワイン特区 ○ ○ ○

6 第36回 27年3月 北海道 上富良野町 上富良野町どぶろく特区 ○

7 第43回 29年12月 北海道 仁木町 NIKIワイン特区 ○ ○ ○

8 第44回 30年3月 北海道 名寄市 日本最北ワイナリー創生・名寄（なよろ）ワイン特区 ○ ○

9 第50回 2年3月 北海道 北見市 きたみ果実酒特区 ○

10 第53回 3年3月 北海道 東川町 写真文化首都「写真の町」東川町ワイン特区 ○

11 第55回 3年11月 北海道
深川市、上川
郡上川町

北の大地の清酒製造体験特区 ○

12 第56回 4年4月 北海道
川上郡弟子屈
町、阿寒郡鶴
居村

弟子屈・鶴居ワイン特区 ○

13 第58回 5年1月 北海道 根室市 ねむろ果実酒特区 ○

14 第58回 5年1月 北海道 磯谷郡蘭越町 蘭越町ワイン特区 ○

15 第6回 16年12月 青森県 深浦町 白神のふもとどぶろく特区 ○

16 第7回 17年3月 青森県 東通村 東通村ふるさと再生特区 ○

17 第17回 20年7月 青森県 黒石市 黒石りんごワイン産業活性化振興特区 ○ ○

18 第23回 22年6月 青森県 弘前市 弘前ハウスワイン・シードル特区 ○ ○

19 第41回 28年11月 青森県 八戸市 八戸ワイン産業創出特区 ○

20 第3回 15年11月 岩手県 遠野市 日本のふるさと再生特区 ○

21 第3回 15年11月 岩手県
二戸市（旧浄
法寺町）

浄法寺ふるさと再生特区 ○

22 第3回 15年11月 岩手県
八幡平市（旧
安代町）

あしろふるさと再生特区 ○

23 第4回 16年3月 岩手県 雫石町 しずくいし･元気な農業･農村いきいき特区 ○

24 第10回 18年3月 岩手県 西和賀町 和賀山塊湯の里どぶろく特区 ○

25 第12回 18年11月 岩手県 軽米町 軽米町ミレットアグリ文化再生特区 ○

26 第15回 19年11月 岩手県

奥州市(水沢
区、江刺区、
胆沢区及び衣
川区)

奥州市米文化伝承どぶろく特区 ○

27 第22回 22年3月 岩手県 平泉町 平泉町どぶろく特区 ○

28 第25回 23年3月 岩手県
一関市（旧藤
沢町）

藤沢町どぶろく特区 ○

29 第41回 28年11月 岩手県 花巻市 花巻クラフトワイン・シードル特区 ○ ○ ○

30 第57回 4年10月 岩手県 北上市 きたかみシードル・ワイン特区 ○

31 第5回 16年6月 宮城県
大崎市（旧鳴
子町）

鳴子温泉郷ツーリズム特区 ○

32 第8回 17年7月 宮城県
南三陸町（旧
志津川町）

南三陸型グリーン・ツーリズム特区 ○

33 第14回 19年7月 宮城県 大河原町 大河原町観光活性化どぶろく特区 ○

34 第34回 26年6月 宮城県 登米市 登米市観光どぶろく特区 ○

35 第42回 29年5月 宮城県 柴田町 柴田町集落拠点づくりどぶろく特区 ○

36 第7回 17年3月 秋田県 北秋田市 阿仁マタギ特区 ○

37 第10回 18年3月 秋田県 能代市 能代里山どぶろく特区 ○

（特定酒類及び特産酒類欄の○は対象酒類を示す）

　構造改革特別区域法による酒税法の特例措置の認定状況一覧(令和５年１月認定分まで）

製造
体験

認定回 計画認定月 都道府県 申請主体 特区の名称
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38 第14回 19年7月 秋田県 八峰町 白神の里八峰どぶろく特区 ○

39 第16回 20年3月 秋田県 八郎潟町 八郎潟どぶろく特区 ○

40 第16回 20年3月 秋田県 仙北市 仙北市おばこの里どぶろく特区 ○

41 第19回 21年3月 秋田県 由利本荘市 秀峰鳥海どぶろく特区 ○

42 第22回 22年3月 秋田県 鹿角市 果実酒・どぶろくの地かづの創造特区 ○ ○ ○ ○

43 第23回 22年6月 秋田県 横手市 発酵に生きる-横手Deux Broque特区 ○

44 第24回 22年11月 秋田県 大館市 大館どぶろく地域活性化特区 ○

45 第27回 23年11月 秋田県 男鹿市 男鹿なまはげどぶろく特区 ○

46 第31回 25年6月 秋田県 にかほ市 にかほ市どぶろく特区 ○

47 第43回 29年12月 秋田県 秋田市 秋田市「農家のパーティ」どぶろく特区 ○

48 第46回 30年12月 秋田県 三種町 みたねどぶろっく特区 ○

49 第47回 31年3月 秋田県 藤里町 白神山地ワイン特区 ○

50 第54回 3年7月 秋田県
にかほ市、由
利本荘市

由利本荘・にかほ果実酒リキュール特区 ○ ○

51 第4回 16年3月 山形県 飯豊町 東洋のアルカディア郷再生特区 ○

52 第5回 16年6月 山形県 村山市 まつり交流特区 ○

53 第6回 16年12月 山形県 舟形町 ふながた自然・田舎まるごと体験ふれあい特区 ○

54 第7回 17年3月 山形県 尾花沢市 雪国再生特区 ○

55 第8回 17年7月 山形県 最上町 最上の宝を活かした100万人交流のまちづくり特区 ○

56 第9回 17年11月 山形県 天童市 高原再生特区 ○

57 第10回 18年3月 山形県 酒田市 酒田どぶろく特区 ○

58 第13回 19年3月 山形県 山辺町 山辺の里湧水どぶろく特区 ○

59 第24回 22年11月 山形県 大蔵村 大蔵トマト　リキュール特区 ○

60 第40回 28年6月 山形県 上山市 かみのやまワイン特区 ○ ○

61 第41回 28年11月 山形県 南陽市 ぶどうの里なんようワイン特区 ○ ○

62 第54回 3年7月 山形県 天童市 てんどうワイン特区 ○

63 第7回 17年3月 福島県
福島市、飯舘
村

大いなる田舎・までいライフ
いいたて推進特区

○

64 第9回 17年11月 福島県
南会津町（旧
南郷村）

ふるさと南郷再生特区 ○

65 第9回 17年11月 福島県 只見町 緑と水と心のふるさと特区 ○

66 第17回 20年7月 福島県 川俣町 ゆう・ゆうライフ川俣町どぶろく特区 ○

67 第22回 22年3月 福島県 金山町 奥会津金山谷どぶろく特区 ○

68 第23回 22年6月 福島県
郡山市（湖南
町）

郡山市湖南どぶろく特区 ○

69 第28回 24年3月 福島県
二本松市（東
和地域）

東和ワイン特区 ○ ○

70 第29回 24年11月 福島県 会津若松市 会津若松市「来てみらんしょ、呑んでみらんしょ」どぶろく特区 ○

71 第41回 28年11月 福島県
南会津町(田島
地域)

南会津町果実酒特区 ○ ○

72 第45回 30年8月 福島県 福島市 福島フルーツ盆地（ぽんち）酒特区 ○ ○

73 第47回 31年3月 福島県 柳津町 柳津町どぶろく特区 ○

74 第51回 2年8月 福島県 国見町 国見どぶろく特区 ○

75 第53回 3年3月 福島県 葛尾村 葛尾村どぶろく特区 ○
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76 第4回 16年3月 茨城県 北茨城市 北茨城市農山漁村交流促進特区 ○

77 第15回 19年11月 茨城県 古河市 都心の身近なふるさと古河・どぶろく特区 ○

78 第43回 29年12月 茨城県 つくば市 つくばワイン・フルーツ酒特区 ○ ○

79 第43回 29年12月 栃木県 那須町 那須町どぶろく・ワイン特区 ○ ○

80 第52回 2年12月 栃木県 那須塩原市 なすしおばらワイン特区 ○

81 第8回 17年7月 群馬県 片品村 尾瀬の郷・片品村どぶろく特区 ○

82 第11回 18年7月 群馬県 みなかみ町 谷川連峰・みなかみ町どぶろく特区 ○

83 第17回 20年7月 群馬県 渋川市 日本のまんなか渋川フルーツ酒特区 ○ ○

84 第17回 20年7月 群馬県 明和町 明和町の特産物で作る果実酒特区 ○

85 第23回 22年6月 群馬県 川場村 田園理想郷・川場村果実酒特区 ○ ○

86 第25回 23年3月 埼玉県 入間市 入間ワイン特区 ○

87 第42回 29年5月 埼玉県 小川町 有機の里小川ワイン特区 ○ ○

88 第45回 30年8月 埼玉県 横瀬町 都心近くのいなかまち　よこぜどぶろく特区 ○

89 第51回 2年8月 埼玉県 北本市 北本市トマトリキュール特区 ○

90 第43回 29年12月 東京都 青ヶ島村 青酎特区 ○

91 第25回 23年3月 千葉県 御宿町 御宿町・布施村街道里山活性化どぶろく特区 ○

92 第29回 24年11月 千葉県 南房総市 たかべのふるさとどぶろく特区 ○

93 第35回 26年11月 千葉県 香取市 香取市どぶろく特区 ○

94 第42回 29年5月 千葉県 木更津市 木更津市地域特産物リキュール特区 ○

95 第50回 2年3月 千葉県 八街市 八街市ワイン特区 ○

96 第58回 5年1月 千葉県 匝瑳市 匝瑳市どぶろく特区 ○

97 第50回 2年3月 神奈川県 川崎市 かわさきそだちワイン特区 ○

98 第53回 3年3月 神奈川県 相模原市 さがみはらのめぐみワイン特区 ○ ○

99 第55回 3年11月 神奈川県 秦野市 秦野名水どぶろく特区 ○

100 第5回 16年6月 新潟県
柏崎市（旧高
柳町）

じょんのび高柳活性化特区 ○

101 第5回 16年6月 新潟県
魚沼市（旧入
広瀬村）

魚沼市雪のくにどぶろく特区 ○

102 第6回 16年12月 新潟県

上越市（旧安
塚町、旧浦川
原町、旧大島
村、旧牧
村）、十日町
市（旧十日町
市、旧川西
町、旧中里
村、旧松代
町、旧松之山
町）

越後里山活性化特区 ○

103 第7回 17年3月 新潟県 湯沢町 湯沢温泉どぶろく特区 ○

104 第7回 17年3月 新潟県
村上市
（変更前：朝
日村）

村上市どぶろく特区
（変更前：朝日村活性化特区）

○

105 第9回 17年11月 新潟県 小千谷市 おぢや農都共生特区 ○

106 第10回 18年3月 新潟県 阿賀町 阿賀町活性化どぶろく特区 ○

107 第10回 18年3月 新潟県 佐渡市 佐渡トキめきアルコール特区 ○ ○

108 第29回 24年11月 新潟県 津南町 名水の郷　津南どぶろく特区 ○

109 第31回 25年6月 新潟県 長岡市 長岡市どぶろく特区 ○

110 第31回 25年6月 新潟県 関川村 関川村どぶろく特区 ○
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111 第39回 28年3月 新潟県 三条市 三条市「こくわ酒」特区 ○ ○ ○

112 第48回 元年8月 新潟県 弥彦村 やひこワイン特区 ○ ○

113 第50回 2年3月 新潟県 佐渡市 佐渡・学びの日本酒特区 ○

114 第11回 18年7月 富山県 氷見市 氷見振舞酒特区 ○

115 第25回 23年3月 富山県 南砺市 なんと活性化どぶろく特区 ○

116 第6回 16年12月 石川県 白山市 白山・鶴来ツーリズム創造特区 ○

117 第8回 17年7月 石川県 羽咋市 羽咋のご利益－御神酒（濁酒）特区 ○

118 第35回 26年11月 石川県 中能登町 中能登町どぶろく特区 ○

119 第51回 2年8月 福井県 福井県 ふくいワイン特区 ○

120 第8回 17年7月 山梨県 都留市 つるアグリビジネス推進特区 ○

121 第18回 20年11月 山梨県 北杜市 北杜市地域活性化ワイン特区 ○

122 第34回 26年6月 山梨県 韮崎市 武田の里にらさきワイン特区 ○

123 第52回 2年12月 山梨県 山梨市 山梨市ワイン特区 ○

124 第3回 15年11月 長野県 飯田市 南信州グリーン・ツーリズム特区 ○

125 第5回 16年6月 長野県 野沢温泉村 湯の郷・野沢温泉どぶろく特区 ○

126 第6回 16年12月 長野県
長野県、青木
村

青木村都市農村交流特区 ○

127 第6回 16年12月 長野県 栄村 秘境の里・秋山郷どぶろく特区 ○

128 第7回 17年3月 長野県 大町市 大町市どぶろく特区 ○

129 第9回 17年11月 長野県 白馬村 白馬村どぶろく特区 ○

130 第12回 18年11月 長野県 小谷村 小谷杜氏の郷特区 ○

131 第12回 18年11月 長野県

木曽町、上松
町、南木曽
町、木祖村、
王滝村

木曽地域どぶろく特区 ○

132 第12回 18年11月 長野県 豊丘村 緑と清流の郷豊丘村どぶろくの里特区 ○

133 第15回 19年11月 長野県 喬木村 椋文学の里たかぎどぶろく特区 ○

134 第22回 22年3月 長野県 生坂村 元気な生坂村　どぶろく特区 ○

135 第26回 23年6月 長野県 高山村 信州・高山ワイン特区 ○ ○

136 第34回 26年6月 長野県 塩尻市 桔梗ヶ原ワインバレー特区 ○ ○

137 第37回 27年6月 長野県

上田市、小諸
市、千曲市、
東御市、立科
町、青木村、
長和町、坂城
町

千曲川ワインバレー（東地区）特区 ○ ○

138 第39回 28年3月 長野県 松川町 南信州松川町りんごワイン・シードル特区 ○ ○ ○

139 第40回 28年6月 長野県 下條村 下條村果実酒特区 ○ ○

140 第43回 29年12月 長野県 飯田市 南信州飯田果実酒特区 ○ ○

141 第43回 29年12月 長野県 飯山市 北信州いいやまどぶろく特区 ○

142 第44回 30年3月 長野県
大町市、安曇
野市、池田町

北アルプス・安曇野ワインバレー特区 ○ ○ ○

143 第45回 30年8月 長野県 伊那市 信州伊那ワイン・シードル特区 ○ ○

144 第45回 30年8月 長野県 飯綱町 飯綱ワイン・シードル特区 ○ ○ ○

145 第49回 1年12月 長野県
松本市、山形
村、朝日村

信州松本平ワイン・シードル特区 ○

146 第51回 2年8月 長野県 佐久市 もちづき版「ＨＹＧＧＥ」どぶろく特区 ○
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147 第51回 2年8月 長野県 中川村 中川村ワイン特区 ○

148 第52回 2年12月 長野県 原村 八ヶ岳西麓原村ワイン特区 ○

149 第52回 2年12月 長野県 野沢温泉村 野沢温泉ハウスワイン特区 ○

150 第58回 5年1月 長野県 長野市 長野市ワイン・シードル特区 ○

151 第4回 16年3月 岐阜県
高山市（旧荘
川村）

荘川村ふるさと再生特区 ○

152 第6回 16年12月 岐阜県
高山市（旧宮
村）

臥龍桜の里・一之宮どぶろく特区 ○

153 第17回 20年7月 岐阜県 郡上市 古今伝授の里やまと 食・文化再生特区 ○

154 第28回 24年3月 岐阜県
下呂市（小坂
町地域）

滝の町 飛騨小坂どぶろく特区 ○

155 第46回 30年12月 岐阜県 関市 刃物と鵜飼のまち・せき　どぶろく特区 ○

156 第22回 22年3月 静岡県 裾野市 富士山すその湧水どぶろく・リキュール特区 ○ ○

157 第41回 28年11月 静岡県 浜松市 伝承の里みさくぼどぶろく特区 ○

158 第43回 29年12月 静岡県 三島市 箱根西麓・三島焼酎特区 ○

159 第43回 29年12月 静岡県 御殿場市 六次産業化を核とした観光特区 ○

160 第47回 31年3月 静岡県 富士宮市 富士宮市果実酒リキュール特区 ○ ○

161 第54回 3年7月 静岡県 掛川市 掛川市緑茶リキュール特区 ○

162 第43回 29年12月 愛知県 碧南市 醸造のまち碧南焼酎特区 ○

163 第30回 25年3月 愛知県 豊田市 豊田市フルーツ酒特区 ○ ○

164 第39回 28年3月 愛知県 日進市 日進市どぶろく・果実酒特区 ○ ○

165 第47回 31年3月 愛知県 大府市 健康都市おおぶ　どぶろく（ＤＯＢＵＲＯＫＵ）特区 ○ ○

166 第51回 2年8月 愛知県 設楽町 設楽のドうまいコメで酒づくり体験特区 ○

167 第58回 5年1月 愛知県 岡崎市 岡崎市ワイン特区 ○ ○

168 第20回 21年7月 三重県 熊野市 熊野市どぶろく・果実酒・リキュール特区 ○ ○ ○ ○

169 第37回 27年6月 三重県 名張市 名張市リカーチャレンジ特区 ○ ○ ○ ○

170 第52回 2年12月 三重県 多気町 多気町ほろよい焼酎特区 ○

171 第20回 21年7月 京都府 福知山市 酒呑童子の里大江どぶろく特区 ○

172 第23回 22年6月 京都府 京丹後市 京丹後のおいしい水と米でつくる　どぶろく特区 ○

173 第26回 23年6月 京都府 舞鶴市 ふるさと舞鶴どぶろく特区 ○

174 第32回 25年11月 京都府 南丹市 日本の原風景　ふるさと南丹どぶろく特区 ○

175 第42回 29年5月 京都府 京都市 おこしやす「京」のどぶろく特区 ○

176 第13回 19年3月 大阪府 高槻市 高槻・とかいなか創生特区 ○

177 第4回 16年3月 兵庫県

兵庫県、豊岡
市、城崎町、
竹野町、香住
町、日高町、
出石町、但東
町、村岡町、
浜坂町、美方
町、温泉町

グリーンツーリズム特区 ○

178 第5回 16年6月 兵庫県 加西市 加西市農村地域活性化特区 ○ ○ ○

179 第5回 16年6月 兵庫県 篠山市 丹波ささやまふるさと遊農・楽農特区 ○

180 第11回 18年7月 兵庫県 丹波市 丹波市農村いきいき活性化計画 ○ ○ ○ ○

181 第14回 19年7月 兵庫県 養父市 養父市どぶろく村特区 ○

182 第17回 20年7月 兵庫県 南あわじ市 南あわじ市どぶろく特区 ○

183 第31回 25年6月 兵庫県 朝来市 朝来市どぶろく特区 ○
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184 第38回 27年11月 兵庫県 神戸市 神戸市 人と自然との共生ゾーン特区 ○

185 第56回 4年4月 兵庫県 赤穂郡上郡町 上郡ワイン等農産品活用特区 ○ ○

186 第58回 5年1月 兵庫県 淡路市 淡路市ワイン特区 ○

187 第46回 30年12月 奈良県 奈良市 奈良市東部地域どぶろく特区 ○

188 第52回 2年12月 奈良県 大和郡山市 元気城下町（やまとこおりやま）清酒製造体験特区 ○

189 第17回 20年7月 和歌山県 みなべ町 紀州みなべ梅酒特区 ○

190 第18回 20年11月 和歌山県 田辺市 紀州田辺の特産果実酒・リキュール特区 ○ ○

191 第23回 22年6月 和歌山県 有田市 有田市地域資源果実酒・リキュール特区 ○ ○

192 第23回 22年6月 和歌山県 上富田町 上富田の水梅酒特区 ○

193 第35回 26年11月 和歌山県 岩出市 いわで根來寺どぶろく特区 ○

194 第49回 元年12月 和歌山県 和歌山市 豊かな自然が育む和歌山どぶろく特区 ○

195 第20回 21年7月 鳥取県 伯耆町 ほうき農村交流どぶろく特区 ○

196 第28回 24年3月 鳥取県 倉吉市 倉吉市蜂蜜リキュール特区 ○

197 第33回 26年3月 鳥取県 鳥取市 鳥取市五しの里さじどぶろく特区 ○

198 第39回 28年3月 鳥取県
鳥取市、八頭
町

とっとり・やず果実酒特区 ○ ○

199 第43回 29年12月 鳥取県
倉吉市、湯梨
浜町、北栄町

倉吉・湯梨浜・北栄ワイン特区 ○ ○

200 第9回 17年11月 島根県 浜田市 ふるさとはまだ果実酒、ふるさと弥栄どぶろく特区 ○ ○

201 第15回 19年11月 島根県 雲南市 日登の郷どぶろく特区 ○

202 第17回 20年7月 島根県 美郷町 美のさと・美郷～潤いのどぶろく特区～ ○

203 第18回 20年11月 島根県 津和野町 純国産・安全健やか津和野冬虫夏草酒特区 ○

204 第23回 22年6月 島根県 大田市 大田市どぶろく特区 ○

205 第29回 24年11月 島根県 飯南町 生命地域・飯南町　どぶろく・果実酒特区 ○ ○

206 第31回 25年6月 島根県 邑南町 邑南町どぶろく特区 ○

207 第42回 29年5月 島根県 川本町 三原の郷どぶろく特区 ○

208 第42回 29年5月 島根県 海士町 海士ワイン特区 ○

209 第49回 元年12月 島根県 松江市 八束のどぶろく・リキュール特区 ○ ○

210 第51回 2年8月 島根県 江津市 ＧＯ▶ＧＯＴＳＵ！リキュール特区 ○

211 第55回 3年11月 島根県 益田市 益田市ワイン特区 ○

212 第10回 18年3月 岡山県 美作市 美作の国・賑わいのある田園都市特区 ○

213 第12回 18年11月 岡山県 津山市 うまし国濁酒特区 ○

214 第37回 27年6月 岡山県 新見市 新見Ａ級グルメワイン特区 ○ ○ ○

215 第39回 28年3月 岡山県 井原市 ぶどうの里 井原ワイン特区 ○ ○

216 第39回 28年3月
岡山県、広
島県

笠岡市、井原
市、三原市、
尾道市、福山
市、府中市、
神石高原町

備後ワイン・リキュール特区 ○ ○

217 第40回 28年6月 岡山県 吉備中央町 吉備中央でぇれーうめぇワイン特区 ○ ○

218 第41回 28年11月 岡山県 美咲町 米と果実の郷「美咲町」どぶろく・リキュール特区 ○ ○

219 第57回 4年10月 岡山県 真庭市 真庭市どぶろく特区 ○

220 第12回 18年11月 広島県 北広島町 北広島やまなみ果実酒・どぶろく特区 ○ ○ ○
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221 第24回 22年11月 広島県 世羅町 備後国大田庄　果実酒・どぶろく特区 ○ ○ ○ ○

222 第36回 27年3月 広島県 福山市 ふくやまワイン特区 ○ ○

223 第37回 27年6月 広島県 三次市 山紫水明の郷・三次どぶろく特区 ○ ○

224 第38回 27年11月 広島県 庄原市 しょうばら どぶろく特区 ○ ○

225 第43回 29年12月 広島県 廿日市市 はつかいちワイン特区 ○

226 第10回 18年3月 山口県 下関市 ホタルといで湯の里どぶろく特区 ○

227 第24回 22年11月 山口県 田布施町 古代の歴史ロマン薫る米どころ田布施どぶろく特区 ○ ○

228 第44回 30年3月 山口県 周防大島町 周防大島ワイン特区 ○ ○

229 第49回 元年12月 山口県 防府市 防府どぶろく特区 ○

230 第53回 3年3月 山口県 萩市 萩市ワイン特区 ○ ○

231 第4回 16年3月 徳島県 上勝町 上勝町まるごとエコツー特区 ○

232 第17回 20年7月 徳島県 吉野川市 自然豊かな梅の里吉野川市美郷・梅酒特区 ○

233 第30回 25年3月 徳島県 鳴門市 鳴門うずしお果実酒・リキュール特区 ○ ○ ○

234 第30回 25年3月 香川県 さぬき市 結願の里多和どぶろく特区 ○

235 第34回 26年6月 香川県 三豊市 三豊市フルーツリキュール特区 ○

236 第41回 28年11月 香川県 高松市 塩江町どぶろく特区 ○

237 第13回 19年3月 愛媛県 宇和島市 "牛鬼の里うわじま"虹色酒づくり特区 ○ ○ ○ ○

238 第15回 19年11月 愛媛県 内子町 "内子ツーリズム"どぶろく・果実酒特区 ○ ○ ○ ○

239 第16回 20年3月 愛媛県 東温市 "とうおんブランド"どぶろく特区 ○ ○ ○ ○

240 第22回 22年3月 愛媛県 鬼北町 【奥四万十きほく】どぶろく特区 ○ ○

241 第29回 24年11月 愛媛県 今治市 今治市リキュール特区 ○

242 第5回 16年6月 高知県
四万十市（旧
西土佐村）

四万十グリーンツーリズム特区 ○

243 第6回 16年12月 高知県 三原村 三原村濁酒特区 ○

244 第11回 18年7月 高知県 高知市 隠れた米・梅の名産地　高知市　濁酒・果実酒・リキュール特区 ○ ○ ○

245 第11回 18年7月 高知県 宿毛市 宿毛市濁酒特区 ○

246 第19回 21年3月 高知県 大豊町 大豊米どぶろく特区 ○

247 第20回 21年7月 高知県 本山町 高知・本山どぶろく・果実酒特区 ○ ○ ○

248 第21回 21年11月 高知県 四万十町 四万十町どぶろく特区 ○

249 第21回 21年11月 高知県 南国市 南国・土佐のまほろばどぶろく・リキュール特区 ○ ○

250 第27回 23年11月 高知県 香南市 香南市どぶろく・リキュール特区 ○ ○

251 第27回 23年11月 高知県 津野町 「高知県津野町」どぶろく・果実酒特区 ○ ○ ○ ○

252 第29回 24年11月 高知県 土佐清水市 土佐清水市リキュール特区 ○

253 第34回 26年6月 高知県 中土佐町 中土佐町ふるさと農業資源活用特区 ○

254 第35回 26年11月 高知県 梼原町 梼原町どぶろく特区 ○

255 第38回 27年11月 高知県 土佐町 土佐町果実酒特区 ○ ○ ○ ○

256 第43回 29年12月 高知県 奈半利町 奈半利町どぶろく特区 ○

257 第43回 29年12月 福岡県 嘉麻市 嘉麻市フルーツリキュール特区 ○

258 第44回 30年3月 福岡県 北九州市 台地が醸す夢のワイン特区 ○
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259 第18回 20年11月 佐賀県 佐賀市 佐賀市ふるさと再見特区 ○

260 第29回 24年11月 佐賀県 鹿島市 鹿島市どぶろく特区 ○

261 第22回 22年3月 長崎県 佐世保市 佐世保よかもんリキュール特区 ○

262 第22回 22年3月 長崎県 南島原市 南島原どぶろく特区 ○

263 第35回 26年11月 長崎県 対馬市 対馬どぶろく特区 ○

264 第41回 28年11月 長崎県 壱岐市 実りの島壱岐どぶろく特区 ○

265 第43回 29年12月 長崎県 五島市 椿の島・五島市どぶろく特区 ○

266 第6回 16年12月 熊本県 三加和町 三加和８つの里グリーンツーリズム特区 ○

267 第8回 17年7月 熊本県

熊本県、阿蘇
市、南小国
町、小国町、
産山村、高森
町、西原村、
南阿蘇村、山
都町

阿蘇カルデラツーリズム推進特区 ○ ○ ○ ○

268 第17回 20年7月 熊本県 宇城市 宇城の地のもんでワイン・リキュール特区 ○ ○ ○

269 第19回 21年3月 熊本県 天草市 天草宝島ワイン・リキュール特区 ○ ○

270 第21回 21年11月 熊本県 多良木町 多良木町どぶろく特区 ○

271 第6回 16年12月 大分県 竹田市 奥豊後竹田・醸造文化の里特区 ○ ○ ○ ○

272 第13回 19年3月 大分県 由布市 あらかしの郷「ゆふどぶろく特区」 ○

273 第17回 20年7月 大分県 宇佐市 ツーリズムの町宇佐・ハウスワイン特区 ○ ○

274 第22回 22年3月 大分県 中津市 やまくにどぶろく特区 ○

275 第50回 2年3月 大分県 宇佐市 宇佐のうまい酒　製造体験特区 ○

276 第6回 16年12月 宮崎県
三股町、
高千穂町

神話・伝説のふるさとツーリズム特区 ○ ○

277 第13回 19年3月 宮崎県 国富町 神原邑（かみはらむら）くにとみどぶろく特区 ○

278 第17回 20年7月 宮崎県 小林市 名水のまち ワイン・どぶろくづくり特区 ○ ○ ○

279 第30回 25年3月 宮崎県 門川町 門川どぶろく特区 ○

280 第39回 28年3月 宮崎県 綾町 綾町特産酒類ワイン特区 ○ ○

281 第46回 30年12月 宮崎県 日向市 日向市地域特産物リキュール特区 ○

282 第48回 元年8月 宮崎県 高原町 高原町どぶろく・果実酒特区 ○ ○

283 第58回 5年1月 宮崎県 東臼杵郡椎葉村椎葉村どぶろく特区 ○

284 第26回 23年6月 鹿児島県 徳之島町 徳之島地域資源果実酒・リキュール特区 ○ ○

285 第39回 28年3月 鹿児島県 姶良市 姶良市 ドクダミ草リキュール特区 ○

286 第43回 29年12月 鹿児島県 三島村 みしま村芋焼酎特区 ○

287 第53回 3年3月 鹿児島県 錦江町 錦江町ワイン特区 ○ ○
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