
ホールホールホールホールＡＡＡＡ
出展者出展者出展者出展者 ブランドブランドブランドブランド ビールビールビールビール名名名名 香香香香りりりり 味味味味わいわいわいわい

㈱㈱㈱㈱きんききんききんききんき ホームページ：http://www.kinki-beer.jp/

アウト・ベールソル醸造所 ・・・・・ ベルサリス フルーティーかつスパイシー 甘み
・・・・・ アウト・グース ランビック特有　複雑な香り、シトラス系 苦み
・・・・・ アウト・グースクリーク ランビック特有　生のチェリーのフルーティーな香り 酸味

㈲㈲㈲㈲カナディアンブルワリーカナディアンブルワリーカナディアンブルワリーカナディアンブルワリー ホームページ：http://www.2002cb.co.jp/

ノースアイランドビール ・・・・・ コリアンダーブラック コリアンダーの爽やかな香りと黒ビールの出会い 苦み/甘み

㈱㈱㈱㈱ヤッホーブルーイングヤッホーブルーイングヤッホーブルーイングヤッホーブルーイング ホームページ：http://www.yonasato.com/

よなよなエール ・・・・・ よなよなエール 柑橘系を思わせるフルーティーな香り 苦み

HeartHeartHeartHeart&&&&BeerBeerBeerBeer日本海倶楽部日本海倶楽部日本海倶楽部日本海倶楽部 ホームページ：http://www.nihonkai-club.com/

奥能登ビール日本海倶楽部 ・・・・・ ピルスナー ホップの香りとほどよい苦味 苦味

㈱㈱㈱㈱耕人舎耕人舎耕人舎耕人舎 ホームページ：http://www.hokkaido-hyakka.com/shop/

北海道ビール　ピリカワッカ ・・・・・ ピルス ほのかに香るホップとモルトの香り 苦み

㈱㈱㈱㈱下野酒店下野酒店下野酒店下野酒店 ホームページ：http://www.shimor.com/

ロコビア ・・・・・ ココナッツドラフト ココナッツの香り 甘み

㈲㈲㈲㈲足柄地足柄地足柄地足柄地ビールビールビールビール ホームページ：http://happymalt.com/

足柄ハッピーモルト ・・・・・ 足柄ハッピーモルト イングリッシュエールを意識しています すっきり
・・・・・ 足柄ハッピーモルト　うめびあ うめの香り 酸味

ナガノトレーディングナガノトレーディングナガノトレーディングナガノトレーディング◆◆◆◆ ホームページ：http://www.naganotrading.com/

グリーンフラッシュ・ブリューイング ・・・・・ ウエストコーストＩＰＡ 究極のＩＰＡはグレープフルーツの香り 苦み
・・・・・ ホップヘッドレッド 世界のポップ好き公認のレッドＩＰＡはフルーティー 苦み
・・・・・ ダブルスタウト ロースト香とフルーティーさが絶妙な「ダブル」 苦み

サンクトガーレンサンクトガーレンサンクトガーレンサンクトガーレン㈲㈲㈲㈲ ホームページ：http://www.sanktgallenbrewery.com/

サンクトガーレン ・・・・・ ゴールデンエール 柑橘系ホップの香り 苦み
・・・・・ 湘南ゴールド オレンジの瑞々しい香り 甘み/スッキリ
・・・・・ ペールエール 柑橘系ホップの香り 苦み

ナギサビールナギサビールナギサビールナギサビール㈱㈱㈱㈱ ホームページ：http://www.nagisa.co.jp/

南紀白浜　ナギサビール ・・・・・ アメリカンウィート アロマホップにチェコのザーツを使用 甘み
・・・・・ ペールエール アロマホップにＵＳカスケードを使用 苦み

㈱㈱㈱㈱友和貿易友和貿易友和貿易友和貿易 ホームページ：http://www.konabeer.jp/

コナビール ・・・・・ ビッグウェーブゴールデンエール フルーティーで繊細なホップの香り すっきり
・・・・・ ロングボードアイランド　ラガー ほのかなスパイシーホップの香り すっきり
・・・・・ ファイアロック　ペールエール シトラスとフラワリーな香り 苦み

セーブセーブセーブセーブ・・・・ザザザザ・・・・オリーブオリーブオリーブオリーブ ホームページ：http://savetheolive.main.jp/

聖地のビール　タイベ ・・・・・ ゴールデン きらめく地中海を思わせるシトラスのアロマ 苦味
・・・・・ ダーク ミルキーで芳醇なぶどうの香りが広がる 甘み

南信州南信州南信州南信州ビールビールビールビール㈱㈱㈱㈱◆◆◆◆ ホームページ：http://www.ms-beer.co.jp/

南信州ビール ・・・・・ アップルホップ 信州伊那谷産リンゴの爽やかな香り 甘み
・・・・・ ポーター ブラックモルトの芳醇な香り 苦み
・・・・・ インペリアルペールエール ホップの効いた華やかな香り 苦み

世嬉世嬉世嬉世嬉のののの一酒造一酒造一酒造一酒造㈱㈱㈱㈱ ホームページ：http://www.sekinoichi.co.jp/

いわて蔵ビール ・・・・・ ゴールデンエール　金色堂 洋梨を想わせるような香り 甘み
・・・・・ 自然発酵ビール 天然酵母がもたらすフルーティーなアロマ 甘み
・・・・・ インディアペールエール 伝統的なイングリッシュホップがもたらすさわやかな香り 苦味

エイエイエイエイ････ジェイジェイジェイジェイ････アイビアアイビアアイビアアイビア㈲㈲㈲㈲ ホームページ：http://www.minoh-beer.jp/

箕面ビール ・・・・・ スタウト ビターチョコレートやコーヒーの様な香りとフレーバー すっきり
・・・・・ リアルエールビター 4.8％のライトエール。イギルスのパブの定着エール すっきり
・・・・・ ダブルIPA 9％のハイアルコール・IPA。モルトの風味と苦味が特徴 苦み

久米桜麦酒久米桜麦酒久米桜麦酒久米桜麦酒㈱㈱㈱㈱ ホームページ：http://g-beer.jp/

大山Ｇビール ・・・・・ 八郷 スパイシー＆フルーティー 甘み
・・・・・ ホワイトＩＰＡ フルーティー＆ホッピー 苦み
・・・・・ スタウト モルティー＆フルーティー すっきり

㈱㈱㈱㈱マルカツマルカツマルカツマルカツ興産興産興産興産 ホームページ：http://www.hakodate-factory.com/beer/

はこだてビール ・・・・・ 社長のよく飲むビール 常温に近くなるにつれ変化します。 甘み
・・・・・ 明治館（アルト） カラメル麦芽由来の香味 苦み

㈱㈱㈱㈱トゥーバートレーディングトゥーバートレーディングトゥーバートレーディングトゥーバートレーディング ホームページ：なし

ＴＡＰＳ ・・・・・ レッドエール まろやかなコクとフルーティーな香り 甘み
・・・・・ キョルシュ ホップの苦味が心地よい爽快感あふれる味わい 苦味

木内酒造合資会社木内酒造合資会社木内酒造合資会社木内酒造合資会社 ホームページ：http://www.kodawari.cc/

常陸野ネストビール ・・・・・ ホワイトエール ハーブの個性的な香りに小麦の爽やかな酸味がマッチした独特の風味 酸味
・・・・・ ソラチ　ゴールド レモンフレーバーが特徴のSorachi　Aceホップをぜいたくに使用 苦味

・・・・・ ブルックリン　ラガー アメリカンな柑橘系のホップフレーバーに、ドイツ産ホップのフローラルな
　香りをバランスよく融合

梅錦山川梅錦山川梅錦山川梅錦山川㈱㈱㈱㈱◆◆◆◆ ホームページ：http://www.umenishiki.com/

梅錦ビール ・・・・・ アロマティックエール 果実のような甘い香り 甘み
・・・・・ ヴァイツェン バナナのようなフルーティな香り 苦味



ホールホールホールホールＢＢＢＢ
出展者出展者出展者出展者 ブランドブランドブランドブランド ビールビールビールビール名名名名 香香香香りりりり 味味味味わいわいわいわい

城端麦酒城端麦酒城端麦酒城端麦酒 ホームページ：http://www.jo-beer.com/

城端麦酒 ・・・・・ 和（なごみ） 華やかなホップの香り 苦み
・・・・・ フルーティーエール フルールのあまい香りと紅茶の心地よい香り 甘み

ブルーマスターブルーマスターブルーマスターブルーマスター ホームページ：http://www.brewmaster2002.com/

ブルーマスター ・・・・・ ブルーマスター フルーティー すっきり
・・・・・ かぼす＆ハニー かぼすの香り 甘み

栃木栃木栃木栃木マイクロブルワリーマイクロブルワリーマイクロブルワリーマイクロブルワリー◆◆◆◆ ホームページ：http://www.beatclub.jp/microb/

とちのめぐみ ・・・・・ ナイト・ジャズ フラワリーな落ちついた香り 苦み/甘み
・・・・・ 梨　スパーク フルーティーなフルーツビール すっきり

厚木厚木厚木厚木ビールビールビールビール㈱㈱㈱㈱ ホームページ：http://www.atsugi.to/

丹沢のしずく ・・・・・ アビイ　トリプル フルーティーな香り
・・・・・ アビイ　ダブル 軽いロースト香とフルーティーな香り
・・・・・ しそ しその香り
・・・・・ ハニー ハチミツの香りとほのかな甘み

㈱㈱㈱㈱羽生羽生羽生羽生のののの里里里里◆◆◆◆ ホームページ：http://www.hana-beer.com/

こぶし花ビール ・・・・・ グランクリュ 青リンゴ、フルーティーな香り 甘み
・・・・・ ベルギーホワイト コリアンダーとオレンジピールの香り すっきり

三井食品三井食品三井食品三井食品㈱㈱㈱㈱ ホームページ：http://www.mitsuifoods.co.jp/

アンカー ・・・・・ ボックビール 濃厚でコクのある味わい
・・・・・ Xマスエール ハーブの香りの効いたコクのある味わい
・・・・・ オールドフォグホーン 濃厚でリッチな芳熟醇
・・・・・ スチーム 華やかでありながらもコクのある味わい
・・・・・ リバティーエール マスカットにも似たフルーティーな香り
・・・・・ ポーター スパイシーでコクのある味わい

シメイ ・・・・・ レッド 華やかでマイルドな味わい
・・・・・ ホワイト ドライビターでホッピーな香り
・・・・・ ブルー スパイシーでコクのある濃厚な味わい
・・・・・ 樽生 華やかでフルーティーな香り

ヒナノ ・・・・・ ヒナノ ホップの香りが華やかな軽快な味わい
プリモ ・・・・・ プリモ 苦みを抑えたアメリカンプレミアムラガー

銀河高原銀河高原銀河高原銀河高原ビールビールビールビール ホームページ：http://www.gingakogenweb.com/

銀河高原ビール ・・・・・ 白ビール フレッシュシトラス、バブルガム すっきり
・・・・・ ヴァイツェン フルーティー（バナナ） 甘み
・・・・・ ペールエール フルーティー 甘み

横浜横浜横浜横浜ビールビールビールビール㈱㈱㈱㈱ ホームページ：http://yokohamabeer.com/

横浜ビール ・・・・・ ヘーフェヴァイツェン バナナを思わせるエステル臭 甘み
・・・・・ アルト ビスケットのような香ばしい香り 甘み
・・・・・ ドラゴンスプラッシュ グレープフルーツのような柑橘香 苦味

㈲Ｊｅｎａ㈲Ｊｅｎａ㈲Ｊｅｎａ㈲Ｊｅｎａ ホームページ：http://www.jena.co.jp/

ゲッサー ・・・・・ ゲッサー バランスのとれたモルトの香り 苦味
エーデルワイス ・・・・・ スノーフレッシュ アルペンハーブでさわやかさがきわだちます
ツィラタール ・・・・・ ドウンケル モルトの香りとまろやかさ 甘み

㈱㈱㈱㈱イクスピアリイクスピアリイクスピアリイクスピアリ ホームページ：http://www.ikspiari.co.jp/harvestmoon/

Harvestmoon ・・・・・ シュバルツ ブラックコーヒー 苦み
・・・・・ 舞浜オレンジ オレンジのほのかな香り すっきり
・・・・・ ペールエール フルーティー（エステリー）

富士観光開発富士観光開発富士観光開発富士観光開発㈱㈱㈱㈱ ホームページ：http://www.fuji-net.co.jp/beer/

富士桜高原麦酒 ・・・・・ ヴァイツェン フルーティーな香り 甘み/すっきり
・・・・・ ラオホ スモークな香り 甘み
・・・・・ チョコレートウィート フルーティー＆ロースト 酸味/すっきり
・・・・・ さくらボック モルト＆ロースト 甘み

盛田金盛田金盛田金盛田金しゃちしゃちしゃちしゃちビールビールビールビール ホームページ：http://www.kinshachi.jp/

金しゃち ・・・・・ インペリアルスタウト カカオを思わせる芳醇な香り 甘み
・・・・・ ピルスナー 華やかなホップの香り 苦み

㈱㈱㈱㈱わらびわらびわらびわらび座座座座　　　　 ホームページ：http://www.warabi.or.jp/beer/

田沢湖ビール ・・・・・ アルト カラメルの香り 苦み
・・・・・ ケルシュ フルーティー 酸味

◆◆◆◆のののの付付付付いているいているいているいている出展者出展者出展者出展者はははは２２２２4444日日日日からのからのからのからの出展出展出展出展ですですですです。。。。
本本本本リストリストリストリストははははビールブースビールブースビールブースビールブースにににに向向向向かってかってかってかって左側左側左側左側からからからから順順順順にににに掲載掲載掲載掲載しておりますしておりますしておりますしております。。。。

飲食物飲食物飲食物飲食物のののの持持持持ちちちち込込込込みはみはみはみは衛生管理衛生管理衛生管理衛生管理のののの面面面面からごからごからごからご遠慮遠慮遠慮遠慮いただいておりますいただいておりますいただいておりますいただいております。。。。
立食立食立食立食ののののテイスティングテイスティングテイスティングテイスティング・・・・パーティパーティパーティパーティですのでですのでですのでですので椅子椅子椅子椅子はありませんはありませんはありませんはありません。。。。床床床床にににに座座座座ったりったりったりったり、、、、寝寝寝寝ころんだりころんだりころんだりころんだり、、、、またはまたはまたはまたは机机机机にににに腰腰腰腰をかけないでくださいをかけないでくださいをかけないでくださいをかけないでください。。。。
上記上記上記上記のののの行為行為行為行為、、、、またはまたはまたはまたは泥酔泥酔泥酔泥酔されたされたされたされた方方方方はははは、、、、主催者主催者主催者主催者のののの判断判断判断判断によりごによりごによりごによりご退場退場退場退場いただくいただくいただくいただく場合場合場合場合がございますがございますがございますがございます。。。。
ごごごご気分気分気分気分のののの悪悪悪悪いいいい方方方方はははは係員係員係員係員におにおにおにお申申申申しししし出出出出くださいくださいくださいください。。。。
ゴミゴミゴミゴミはははは各自各自各自各自でおでおでおでお持持持持ちちちち帰帰帰帰りくださいりくださいりくださいりください。。。。
ラストオーダーラストオーダーラストオーダーラストオーダーはははは閉場閉場閉場閉場のののの１５１５１５１５分前分前分前分前ですですですです。。。。
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