
2006インターナショナル　ビアコンペティション（ボトル・缶部門）

スタイル 賞 出品社 ブランド ビール名

07．フルーツビール 銅 城端麦酒 城端麦酒 Sakura(さくら)
09．ハーブ・スパイスビール 銀 船峅高原農場 風舎の丘ビール工房 マリアヴェール
09．ハーブ・スパイスビール 銅 横浜ビール 横浜ビール ヨコハマ辣ピージュウ
10．スペシャルティ・ビール 銀 横浜ビール 横浜ビール ハバネロエール
12．エクスペリメンタル・ビール 銅 那須高原ビール 那須高原ビール ナインテイルドフォックス’06
13-Ａ．バンベルク・ラオホビール 銅 親正産業 猪苗代地ビール ラオホ
15. ジャーマン・ピルスナー 金 盛田金しゃちビール 金しゃち 青ラベルピルスナータイプ
15. ジャーマン・ピルスナー 銀 エキナン 出雲路ビール Pilsener
15. ジャーマン・ピルスナー 銅 わらび座　田沢湖ビール 田沢湖ビール ピルスナー
16. ボヘミア・ピルスナー 銀 羽生の里 こぶし花ビール ピルスナー
16．ボヘミア・ピルスナー 銅 服部義春 モクモクビール 伊賀山麓ピルスナー
18. ヨーロピアン・ピルスナー 金 小田原鈴廣 箱根ビール 箱根ピルス
18．ヨーロピアン・ピルスナー 銀 梅錦山川 梅錦ビール ピルスナー
18．ヨーロピアン・ピルスナー 銅 日本地麦酒工房 石狩番屋の麦酒 ゴールドラガー
20．ウインナ・ラガー 銅 親正産業 猪苗代地ビール ゴールデン・エンジェル
24. トラディショナル・ボック 銀 宇奈月ビール 宇奈月ビール カモシカ
30-Ａ．アメリカン・ドライラガー 銅 長沼環境開発 奥州仙台伊達政宗麦酒 奥州仙台支倉常長麦酒　ピルスナー
34．ベルジャン・ホワイト 銀 羽生の里 こぶし花ビール ベルギーホワイト
35-Ａ．ベルジャン・ランビック 銀 池光エンタープライズ TIMMERMANS BLANCHE ティママン　ブランシェ
39．ベルジャン・ダーク・ストロング・エール 金 木内酒造 常陸野ネストビール エキストラ・ハイ
41．ベルジャン・トリペル 銀 羽生の里 こぶし花ビール グランクリュ
43．フレンチ・ピエールドギャルド 金 日仏商事 ブラッセリー・デュイック ジャラン　フレッシュ
46．イングリッシュ・インディア・ペールエール 銅 ブロイハウス大沼 大沼ビール インディア・ペールエール
48．ベストビター（スペシャルビター) 銀 サンクトガーレン SanktGallen Amber Ale 
52．イングリッシュ・ブラウンエール 銀 小田原鈴廣 箱根ビール 小田原エール
54．ストロングエール 銀 池光エンタープライズ SATAN RED サタン・レッド
57．バーレイワイン・・エール 銀 服部義春 モクモクビール バーレーワイン酵母ビール
57．バーレイワイン・・エール 銅 久米桜麦酒 大山Ｇビール バーレーワイン2005
58．ロブスト・ポーター 金 ヤッホー・ブルーイング 軽井沢高原ビールナショナルトラスト
58．ロブスト・ポーター 銀 天朝閣 スワンレイクビール ポーター
58．ロブスト・ポーター 銅 サンクトガーレン SanktGallen Chocolate Porter
59．ブラウン・ポーター 銀 小田原鈴廣 箱根ビール こゆるぎブラウン



63. ジャーマン・ケルシュ 金 わらび座　田沢湖ビール 田沢湖ビール ケルッシュ
63. ジャーマン・ケルシュ 銀 宇奈月ビール 宇奈月ビール 十字峡
63. ジャーマン・ケルシュ 銅 ブロイハウス大沼 大沼ビール 大沼ビール　ケルシュ
64. ジャーマン・アルトビール 金 ブロイハウス大沼 大沼ビール 大沼ビール　アルト
64. ジャーマン・アルトビール 銀 南都ワールド 南都サンゴ地ビール ニヘデビール(ハード)
64. ジャーマン・アルトビール 銅 盛田金しゃちビール 金しゃち 金しゃち　赤ラベルアルトタイプ
66-Ａ．南ドイツ･ヘーフェヴァイツエン 金 親正産業 猪苗代地ビール ヴァイツェン
66-Ａ．南ドイツ･ヘーフェヴァイツエン 銀 小田原鈴廣 箱根ビール 足柄ヴァイツェン
66-Ａ．南ドイツ･ヘーフェヴァイツエン 銅 横浜ビール 横浜ビール ヴァイツェン
72．ゴールデンエール 金 信州東御市振興公社 OH!LA!HOビール OH!LA!HOゴールデンエール
72．ゴールデンエール 銀 サンクトガーレン SanktGallen Golden Ale  
73．アメリカン・ペールエール 金 ヤッホー・ブルーイング よなよなエール
73．アメリカン・ペールエール 銀 服部義春 モクモクビール ペールエール
74．アメリカン・I P A 銀 天朝閣 スワンレイクビール スワンレイクIPA
75．アメリカン・アンバーエール 金 信州東御市振興公社 OH!LA!HOビール OH!LA!HOアンバーエール
75．アメリカン・アンバーエール 銅 天朝閣 スワンレイクビール アンバースワンエール
78. フリースタイル・ダークラガー 銅 わらび座　田沢湖ビール 田沢湖ビール ダークラガー
79. フリースタイル・ライトエール 銀 江府町地域振興エバーランド奥大山 ブナの森から スペシャル 地元片山さんちのお米ビール
79. フリースタイル・ライトエール 銅 久米桜麦酒 大山Ｇビール 大山ゴールド
85. フリースタイル・節税型発泡酒 銅 船峅高原農場 風舎の丘ビール工房 コシヒカリ発泡酒



２００６インターナショナル　ビアコンペティション（樽部門）

スタイル 結果 出品社 ブランド ビール名

07．フルーツビール 銀 イクスピアリ Harvestmoon Harvestmoon グループフルーツエール
10. スペシャルティ・ビール 銀 城山観光 城山ブルワリー スタウト(黒糖)
13-Ａ．バンベルク・ラオホビール 銀 親正産業 猪苗代地ビール ラオホ
13-Ａ．バンベルク・ラオホビール 金 富士観光開発 富士桜高原麦酒 ラオホ
15．ジャーマン・ピルスナー 銀 富士観光開発 富士桜高原麦酒 ピルス
18．ヨーロピアン・ピルスナー 銀 イクスピアリ Harvestmoon Harvestmoon ピルスナー
20．ウインナ・ラガー 銅 親正産業 猪苗代地ビール ゴールデン・エンジェル
23．ジャーマン・シュヴァルツビア 銀 イクスピアリ Harvestmoon Harvestmoon シュバルツ
26-Ａ．ジャーマン・ストロング・ドッペルボック 金 あくら あくらビール ショコラーデン・ビア
30-Ａ．アメリカン・ドライラガー 銀 長沼環境開発 奥州仙台伊達政宗麦酒 奥州仙台支倉常長麦酒　ピルスナー
37．ベルジャン・ペールエール 銀 きんき DE KONINCK DE KONINCK
38．ベルジャン・ペール・ストロング・エール 銀 きんき POPERINGS HOMMELEIER
52．イングリッシュ・ブラウンエール 銅 ホンダ産業 プレストンエール ブラウンエール
56．他のストロングエール 銅 エイ･ジェイ･アイビア　 箕面ビール MINOH BEER DOUBLE  IPA
57．バーレイワイン・・エール 金 イクスピアリ Harvestmoon Harvestmoon バーリーワイン
58．ロブスト・ポーター 銀 隅田川ブルーイング 隅田川ブルーイング チョコレートポーター
59．ブラウン・ポーター 金 サンクトガーレン SanktGallen Brown Porter
63．ジャーマン・ケルシュ 銀 長沼環境開発 奥州仙台伊達政宗麦酒 奥州仙台七夕祭り　ケルシュ
64. ジャーマン・アルトビール 銅 隅田川ブルーイング 隅田川ブルーイング アルト
66-Ａ．南ドイツ･ヘーフェヴァイツエン 銀 親正産業 猪苗代地ビール ヴァイツェン
66-Ａ．南ドイツ･ヘーフェヴァイツエン 金 島根ビール ビアへるん ヴァイツェン
66-Ａ．南ドイツ･ヘーフェヴァイツエン 銅 富士観光開発 富士桜高原麦酒 ヴァイツェン
70．クラシック・アイリッシュ・ドライスタウト 銀 島根ビール ビアへるん 縁結麦酒スタウト
70．クラシック・アイリッシュ・ドライスタウト 銅 エイ･ジェイ･アイビア　 箕面ビール MINOH BEER STOUT
72．ゴールデンエール 銀 江府町地域振興エバーランド奥大山 ブナの森から ゴールデンエール
72．ゴールデンエール 金 サンクトガーレン SanktGallen Golden Ale  
74. アメリカン・インディアン・ペールエール 銀 龍神酒造 オゼノユキドケ ＩＰＡ
76．アメリカン・ブラウンエール 銀 日本地麦酒工房 石狩番屋の麦酒 レッドエール
79. フリースタイル・ライトエール 銅 ホンダ産業 プレストンエール プレストンエール　マイキードライ
79. フリースタイル・ライトエール 銀 寿酒造 大阪國乃長ビール 19th ALE　

出品社 50社　出品数 133銘柄　審査委員長 田村功


