
アサヒビール株式会社 （兵庫県）
サントリー酒類株式会社 泉酒造株式会社 ＊琥泉・ 仙介 兵庫県神戸市

サッポロビール株式会社 太田酒造株式会社 ＊道灌・千代田蔵 兵庫県神戸市

キリンビール㈱ 菊正宗酒造株式会社 ＊菊正宗・百黙 兵庫県神戸市

㈲アイエヌ インターナショナル ＊六甲ビール 兵庫県神戸市 金盃酒造株式会社 ＊金盃 兵庫県神戸市

明石ブルワリー株式会社 ＊明石ビール 兵庫県明石市 剣菱酒造株式会社 ＊剣菱 兵庫県神戸市

ユーアールエー株式会社 ＊あわぢびーる 兵庫県淡路市 株式会社 神戸酒心館 ＊福寿 兵庫県神戸市

小西酒造株式会社 ＊白雪ビール 兵庫県伊丹市 櫻正宗株式会社 ＊櫻正宗・瀧鯉 兵庫県神戸市

寿酒造株式会社 ＊國乃長ビール 大阪府高槻市 沢の鶴株式会社 ＊沢の鶴 兵庫県神戸市

梅錦山川株式会社 ＊梅錦ビール 愛媛県四国中央市 白鶴酒造株式会社 ＊白鶴 兵庫県神戸市

株式会社友和貿易 ＊ハワイ・コナビール 明石酒類醸造株式会社 ＊明石鯛 兵庫県明石市

チョーヤ梅酒株式会社 ＊CHOYA梅酒 大阪府羽曳野市 江井ヶ嶋酒造株式会社 ＊神鷹 兵庫県明石市

中田食品株式会社 ＊紀州の梅酒・リキュール 和歌山県田辺市 此の友酒造株式会社 ＊但馬 兵庫県朝来市

株式会社豊幸園 ＊花のリキュール 愛知県愛西市 奥藤商事株式会社 ＊忠臣蔵 兵庫県赤穂市

沖縄美ら島財団 ＊シークワーサーリキュール 沖縄県国頭郡 小西酒造株式会社 ＊白雪 兵庫県伊丹市

神戸農政公社 ＊神戸ワイン・神戸ブランデー 兵庫県神戸市 富久錦株式会社 ＊富久錦 兵庫県加西市

江井ヶ嶋酒造株式会社 ＊あかし・江井ヶ嶋ウィスキー 兵庫県明石市 神結酒造株式会社 ＊神結(かみむすび) 兵庫県加東市

ニッカウヰスキー株式会社 山陽盃酒造株式会社 ＊播州一献 兵庫県宍粟市

日本リカー株式会社 ＊輸入ワイン 鳳鳴株式会社 ＊鳳鳴(ほうめい) 兵庫県丹波篠山市

メルシャン株式会社 山名酒造株式会社 ＊奥丹波 兵庫県丹波篠山市

大澤本家酒造株式会社 ＊寶娘 兵庫県西宮市

二階堂酒造有限会社 *二階堂(麦)、吉四六(麦) 大分県速見郡 大関株式会社 ＊大関 兵庫県西宮市

西の誉銘醸株式会社 *諭吉の里(麦)、麦一味(麦) 大分県中津市 木谷酒造株式会社 ＊喜一 兵庫県西宮市

東酒造株式会社 *七窪(芋)、克 (芋・麦) 鹿児島県鹿児島市 北山酒造株式会社 ＊島美人 兵庫県西宮市

大石酒造株式会社 *鶴見(芋) 鹿児島県阿久根市 辰馬本家酒造株式会社 ＊白鹿 兵庫県西宮市

小鹿酒造株式会社 *小鹿(芋)、美し里(芋) 鹿児島県鹿屋市 日本盛株式会社 ＊日本盛 兵庫県西宮市

萬世(ばんせい)酒造株式会社 *萬世(芋) 鹿児島県南さつま市 白鷹株式会社 ＊白鷹 兵庫県西宮市

有限会社富田酒造場 *龍宮(黒糖)、らんかん(黒糖) 鹿児島県奄美市 田中酒造場 ＊白鷺の城 兵庫県姫路市

新納酒造株式会社 *天下一(黒糖) 鹿児島県大島郡 壺坂酒造株式会社 ＊雪彦山 兵庫県姫路市

原田酒造株式会社 *昇龍(黒糖) 鹿児島県大島郡 株式会社 本田商店 ＊龍力 兵庫県姫路市

三岳酒造株式会社 *三岳(みたけ)(芋) 鹿児島県屋久島町 ヤヱガキ酒造株式会社 ＊八重垣 兵庫県姫路市

高橋酒造株式会社 *白岳(米)・しろ(米) 熊本県人吉市 香住鶴株式会社 ＊香住鶴 兵庫県美方郡

常楽酒造株式会社 *秋乃露(米)・肥後の恵(米) 熊本県球磨郡 稲見酒造株式会社 ＊葵鶴 兵庫県三木市

福徳長酒類 *博多の華(麦) 福岡県久留米市 都美人酒造株式会社 ＊都美人 兵庫県南あわじ市

株式会社喜多屋 *天の美緑(緑茶)・黒虎(麦) 福岡県八女市 千年一酒造株式会社 ＊千年一 兵庫県淡路市

神楽酒造株式会社 *天照(そば)、くろうま(麦) 宮崎県西臼杵市 銀海酒造有限会社 ＊銀海 兵庫県養父市

井上酒造株式会社 *飫肥杉(おびすぎ)(芋) 宮崎県日南市 （近畿）
櫻の郷酒造株式会社 *無月(むげつ)(麦) 宮崎県日南市 呉春株式会社 ＊呉春 大阪府池田市

霧島酒造株式会社 *赤・黒霧島(芋) 宮崎県都城市 西條合資会社 ＊天野酒 大阪府河内長野市

株式会社 伊勢萬 *ステラ 三重県伊勢市 寿酒造株式会社 ＊國乃長 大阪府高槻市

醤油・味醂(みりん)・酢         ＊主な銘柄 秋鹿酒造有限会社 ＊秋鹿 大阪府豊能郡

マルカン酢株式会社 ＊マルカン酢 兵庫県神戸市 株式会社北川本家 ＊富翁・ふり袖 京都府京都市

高嶋酒類食品株式会社 ＊みりん・甲南漬(奈良漬) 兵庫県神戸市 月桂冠株式会社 ＊月桂冠 京都府京都市

カネヰ醤油株式会社 ＊うまみ醤油 兵庫県たつの市 齊藤酒造株式会社 ＊英勲 京都府京都市

末廣醤油株式会社 ＊末廣醤油 兵庫県たつの市 宝酒造株式会社 ＊松竹梅 京都府京都市

ヤマイ醤油株式会社 ＊ヤマイ醤油 兵庫県たつの市 玉乃光酒造株式会社 ＊玉乃光 京都府京都市

甘強酒造株式会社 ＊味醂 愛知県海部郡 株式会社世界一統 ＊南方 和歌山県和歌山市

キッコーマン株式会社 千葉県野田市 近江酒造株式会社 ＊近江龍門・ねこ正宗 滋賀県東近江市

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市 （北海道・東北）
飲料                             ＊主な銘柄 合名会社 栗林酒造店 ＊春霞 秋田県仙北郡

アサヒ飲料株式会社 合名会社 鈴木酒造店 ＊秀よし 秋田県大仙市

サントリーフーズ株式会社 人気酒造株式会社 ＊人気一 福島県二本松市

ポッカサッポロ フード＆ビバレッジ㈱ 仙台伊澤本家 勝山酒造 ＊勝山 宮城県仙台市

キリンビバレッジ㈱ （関東・信越）
大塚製薬株式会社 永井酒造株式会社 ＊谷川岳、 水芭蕉 群馬県利根郡
富永貿易株式会社（神戸居留地） ＊水・コーヒー・飲料 兵庫県神戸市 株式会社 豊島屋 ＊神渡(みわたり) 長野県岡谷市
株式会社神戸ウェルネスサポート ＊神戸ウォーターレモネード 兵庫県神戸市 武重本家酒造株式会社 ＊十二六(どぶろく) 長野県佐久市

株式会社 布引礦泉所 ＊布引ミネラルウォーター 兵庫県西宮市 長野銘醸株式会社 ＊風神雷神・棚田 長野県千曲市

能勢酒造株式会社 ＊能勢炭酸水 大阪府豊能郡 株式会社 丸世酒造店 ＊勢正宗 長野県中野市

グリーングループ株式会社 ＊日田天領水 大分県日田市 株式会社 亀田屋酒造店 ＊アルプス正宗 長野県松本市

食品                             ＊主な銘柄 田原酒造株式会社 ＊雪鶴 新潟県糸魚川市

オリバーソース株式会社 ＊オリバーソース 兵庫県神戸市 白瀧酒造株式会社 ＊上善如水 新潟県南魚沼郡

阪神ソース株式会社 ＊日ノ出ウスターソース 兵庫県神戸市 長谷川酒造株式会社 ＊越後雪紅梅 新潟県長岡市

森彌食品工業株式会社 ＊ブラザーソース 兵庫県神戸市 株式会社越後鶴亀 ＊越後鶴亀 新潟県新潟市

木戸食品株式会社 ＊明石ドリームソース 兵庫県明石市 （北陸・中部・東海）
株式会社 伍魚福 ＊おつまみ 兵庫県神戸市 菊姫合資会社 ＊菊姫 石川県白山市

株式会社サワノツル・フーズ ＊酒粕・奈良漬 兵庫県神戸市 株式会社 車多酒造 ＊天狗舞 石川県白山市

株式会社しいの食品 ＊かつを・まぐろ酒盗 神奈川県小田原市 合資会社　山田商店 ＊玉柏 岐阜県加茂郡

株式会社 大井肉店 ＊熟成ビーフカレー 兵庫県神戸市 （中国・四国・九州）
日本製麻㈱（ボルカノ食品） ＊但馬牛カレー・どろカレー 兵庫県神戸市 梅錦山川株式会社 ＊酒一筋・つうの酒 愛媛県四国中央市

西海醤油株式会社 ＊明石たこカレー 兵庫県明石市 川鶴酒造株式会社 ＊川鶴 香川県観音寺市

鳥取缶詰株式会社 ＊神戸ワインカレー 鳥取県境港市 西野金陵株式会社 ＊金陵 香川県仲多度郡

麺素株式会社 ＊調味料だし 兵庫県尼崎市 吉田酒造株式会社 ＊月山 島根県安来市

株式会社 ディ・ハンズ ＊サンビネガー果実酢 兵庫県伊丹市 白牡丹株式会社 ＊白牡丹 広島県東広島市

株式会社 中村商店 ＊キャプテンシロップ 大阪府大阪市 株式会社喜多屋 ＊喜多屋 福岡県八女市

株式会社 仁の蔵 ＊おかき 大阪府大阪市

＊ビール・ワイン・洋酒・リキュール

焼酎　　　　　　　　　　　　　　　  ＊主な銘柄

●主要取扱メーカー　＊主な銘柄　(2023．03更新)

ビール・洋酒・ワイン　　　　　　 ＊主な銘柄 日本酒　　　　　　　　　　　　　　 * 主な銘柄

＊ビール・ワイン・洋酒・リキュール
＊ビール・ワイン・洋酒・リキュール
＊ビール・ワイン・洋酒・リキュール


