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カテゴリ ビアスタイル 製造会社（出品者） ブランド名 結果 ビール名 製造責任者 所在

67．クラシック・イングリッシュスタイル・ペールエール 浜地酒造（株） 杉能舎 銀賞 杉能舎ビール 岡道弘 福岡

68．イングリッシュスタイル・インディア・ペールエール (有)アイエヌインターナショナル 六甲ビール 銅賞 六甲IPA 井上修⼀ 兵庫

75．ロブスト・ポーター 熊澤酒造(株) 湘南ビール ⾦賞 チョコレート ポーター 筒井貴史 神奈川

74．ブラウン・ポーター (有)アイエヌインターナショナル 六甲ビール 銀賞 六甲ポーター 井上修⼀ 兵庫

81-a．イングリッシュスタイル・バーレイワイン・エール 呉ビール（株） 海軍さんの⻨酒 銅賞 バーレーワイン 佐々⽊雅治、増⽥裕幸 広島

カテゴリー〔Ｃ〕ジャーマンエール 48．ジャーマンスタイル・ケルシュ／ケルンスタイル・ケルシュ (株)夢⻨酒太⽥ 呑⿓夢⻨酒 銀賞 ゴールデンケルシュ 星野広 群⾺

33．ミュンヒナースタイル・ヘレス (株)⼩⽥原鈴廣 箱根ビール ⾦賞 箱根ピルス 廣⽥覚、吉島徹 神奈川

31．ジャーマンスタイル・ピルスナー 呉ビール（株） 海軍さんの⻨酒 銀賞 ピルスナー 佐々⽊雅治、増⽥裕幸 広島

31．ジャーマンスタイル・ピルスナー 富⼠観光開発(株) 富⼠桜⾼原⻨酒 銅賞 ピルス 宮下天通 ⼭梨

38．ジャーマンスタイル・シュヴァルツビア (株)イクスピアリ ハーヴェスト・ムーン ⾦賞 シュバルツ 櫻井正時、園⽥智⼦ 千葉

41-a．ジャーマンスタイル・ドッペルボック 富⼠観光開発(株) 富⼠桜⾼原⻨酒 銅賞 さくらボック 宮下天通 ⼭梨

51．南ドイツスタイル・ヘーフェヴァイツエン／へーフェヴァイスビア 富⼠観光開発(株) 富⼠桜⾼原⻨酒 ⾦賞 ヴァイツェン 宮下天通 ⼭梨

51．南ドイツスタイル・ヘーフェヴァイツエン／へーフェヴァイスビア 呉ビール（株） 海軍さんの⻨酒 銀賞 ヴァイツェン 佐々⽊雅治、増⽥裕幸 広島

86．アメリカンスタイル・ペールエール (株)あくら あくらビール ⾦賞 ペールエール ⻑⾕川信 秋⽥

90．アメリカンスタイル・アンバー／レッドエール ティー・ワイ・エクスプレス(株) ティー・ワイ・ハーバーブルワリー 銀賞 アンバーエール 阿部和永 東京

88．アメリカンスタイル・インディア・ペールエール ティー・ワイ・エクスプレス(株) ティー・ワイ・ハーバーブルワリー 銅賞 インディアペールエール 阿部和永 東京

09．スペシャルティ・ビール 出⽯城⼭ビール(株) いずし浪漫 ⾦賞 Izushi Roman Kolsch 渡辺光⼀ 兵庫

14-a．エクスペリメンタル・ビール 呉ビール（株） 海軍さんの⻨酒 銀賞 呉吟醸ビール 佐々⽊雅治、増⽥裕幸 広島

02-a．酵⺟⼊り、ライトアメリカン・ウィートエールまたはウィートラガー (株)イクスピアリ ハーヴェスト・ムーン 銅賞 春の⼩⻨ビール 櫻井正時、園⽥智⼦ 千葉

04．フルーツ・ウィートビール エイ・ジェイ・アイビア（有） 箕⾯ビール ⾦賞 ゆずホ和イト ⼤下⾹緒⾥ ⼤阪

06．ハーブおよびスパイスビール 合同酒精(株)シャトーカミヤ ⽜久シャトービール 銀賞 桜満開ラガー ⾓井智⾏ 茨城

03．フルーツビール 霧島酒造(株) 霧島ビール 銅賞 霧島ビール ⽇向夏 牧⼀博、佐藤康徳 宮崎

カテゴリー〔Ｊ〕トラディショナル・プレミアムビール  26-c．その他のスモークビール 富⼠観光開発(株) 富⼠桜⾼原⻨酒 銅賞 ラオホ 宮下天通 ⼭梨

65-c．その他のベルジャンスタイル・ストロング・スペシャルティ・エール 合同酒精(株)シャトーカミヤ ⽜久シャトービール ⾦賞 桜酵⺟ビール ⾓井智⾏ 茨城

64．ベルジャンスタイル・ダーク・ストロング・エール (有)アイエヌインターナショナル 六甲ビール 銀賞 六甲ストロングエール 井上修⼀ 兵庫

55．ベルジャンスタイル・ヴィットビール 城⼭観光(株) 城⼭ブルワリー 銅賞 ベルギーホワイト 倉掛智之 ⿅児島

カテゴリー〔Ａ〕ライトエール

カテゴリー〔Ｂ〕ダークエール

カテゴリー〔Ｄ〕ライトラガー

カテゴリー〔Ｅ〕ダークラガー

カテゴリー〔Ｆ〕ヴァイスビール

カテゴリー〔Ｇ〕アメリカン・アドバンスドビール

カテゴリー〔Ｈ〕ニュージェネレーションビール

カテゴリー〔Ｉ〕フレーバービール

カテゴリー〔Ｋ〕ベルジャンビール

アジア・ビアカップ2013 受賞ビール

審査委員⻑ ⽥村功   副審査委員⻑ 村林智       

海外からのジャッジの参加国：韓国, 台湾, 中国, シンガポール,ベトナム
 ジャッジ:  6か国, 38名 (内海外 5 か国 15 名)
 ビール： 6か国、49ブルワリー（内海外10ブルワリー）、165銘柄（内海外、27銘柄）

【ケグ/ドラフトビール 部⾨】

http://www.beertaster.org/medal/abc2013_e_award.pdf


カテゴリ ビアスタイル 製造会社（出品者） ブランド名 結果 ビール名 製造責任者 所在

47-b．インターナショナルスタイル・ペールエール The BREW, Kerry Hotel, Shanghai The BREW, Kerry Hotel, Shanghai ⾦賞 IPA インディア・ペールエール Leon Mickelson 中国

85．ゴールデンまたはブロンドエール (株)天朝閣 瓢湖屋敷の杜ブルワリー スワンレイクビール 銀賞 スワンレイクエール 本⽥⿓⼆、渡辺康⼀ 新潟

71-c．スコティッシュスタイル・エクスポートエール The Pump Room Pte. Ltd.  The Pump Room Beers 銅賞 Pump Room Scottish Ale Scott Baczek シンガポール

80-b．ストロングエール （株）マルカツ興産 はこだてビール ⾦賞 社⻑のよく飲むビール 髙橋尚弘 北海道

84．フォーリンスタイル・スタウト 梅錦⼭川(株) 梅錦ビール 銀賞 ボック 佐伯政博 愛媛

75．ロブスト・ポーター （株）ヤッホーブルーイング 軽井沢⾼原ビール 銅賞 軽井沢⾼原ビールナショナルトラスト ヤッホー製造チーム ⻑野

49．ジャーマンスタイル・ブラウンエール／デュッセルドルフスタイル・アルトビール (株)わらび座 ⽥沢湖ビール ⾦賞 アルト ⼩松勝久、⻄宮由有、佐々⽊純⼀ 秋⽥

48．ジャーマンスタイル・ケルシュ／ケルンスタイル・ケルシュ （株）ブロイハウス⼤沼 ⼤沼ビール 銀賞 ⼤沼ビール ケルシュ 蜂⽮寛 北海道

49．ジャーマンスタイル・ブラウンエール／デュッセルドルフスタイル・アルトビール （株）ブロイハウス⼤沼 ⼤沼ビール 銅賞 ⼤沼ビール アルト 蜂⽮寛 北海道

28-c．その他のインターナショナル・ラガー The BREW, Kerry Hotel, Shanghai The BREW, Kerry Hotel, Shanghai ⾦賞  Pils Leon Mickelson 中国

31．ジャーマンスタイル・ピルスナー (有)⼆軒茶屋餅⾓屋本店 伊勢⾓屋⻨酒 銀賞 伊勢ピルスナー 中⻄正和 三重

43-c．アメリカンスタイル・ラガー (株)天朝閣 瓢湖屋敷の杜ブルワリー スワンレイクビール 銅賞 越乃⽶こしひかり仕込み 本⽥⿓⼆、渡辺康⼀ 新潟

41-a．ジャーマンスタイル・ドッペルボック 富⼠観光開発(株) 富⼠桜⾼原⻨酒 ⾦賞 さくらボック 宮下天通 ⼭梨

38．ジャーマンスタイル・シュヴァルツビア 御殿場⾼原ビール（株） 御殿場⾼原ビール 銅賞 シュバルツ 鮎澤昌史 静岡

51．南ドイツスタイル・ヘーフェヴァイツエン／へーフェヴァイスビア 横浜ビール(株) 横浜ビール ⾦賞 ヴァイツェン 五條芳範 神奈川

51．南ドイツスタイル・ヘーフェヴァイツエン／へーフェヴァイスビア 富⼠観光開発(株) 富⼠桜⾼原⻨酒 銀賞 ヴァイツェン 宮下天通 ⼭梨

51．南ドイツスタイル・ヘーフェヴァイツエン／へーフェヴァイスビア (株)わらび座 ⽥沢湖ビール 銅賞 ヴァイツェン ⼩松勝久、⻄宮由有、佐々⽊純⼀ 秋⽥

86．アメリカンスタイル・ペールエール Boxing Cat Brewery Boxing Cat Brewery ⾦賞 Sucker Punch Pale Ale Michael Jordan 中国

88．アメリカンスタイル・インディア・ペールエール Boxing Cat Brewery Boxing Cat Brewery 銀賞 TKO IPA Michael Jordan 中国

88．アメリカンスタイル・インディア・ペールエール Dr. Beer Dr. Beer 銅賞 IPA Teddy Gowan 中国

11．スペシャルティ・ハニービール Long Sun Brewing  Le ble dor ⾦賞  Craft-brewed Honey Lager Quentin Yeh 台湾

09．スペシャルティ・ビール Boris Brewery(Boris de Mesones)  Indian Dunkel 銀賞  Indian Dunkel Boris de Mesones 韓国

45-a．アメリカンスタイル・アンバーラガー Boxing Cat Brewery Boxing Cat Brewery 銅賞  Ringside Red Michael Jordan 中国

06．ハーブおよびスパイスビール サンクトガーレン(有) サンクトガーレン ⾦賞 さくら 岩本伸久 神奈川

03．フルーツビール (株)イクスピアリ ハーヴェスト・ムーン 銀賞 ゆずエール 櫻井正時、園⽥智⼦ 千葉

06．ハーブおよびスパイスビール ⻩桜（株） 京都⻨酒 銅賞 ブルーナイル 宮部芳男 京都

カテゴリー〔Ｊ〕トラディショナル・プレミアムビール  26-c．その他のスモークビール 富⼠観光開発(株) 富⼠桜⾼原⻨酒 銅賞 ラオホ 宮下天通 ⼭梨

97．フリースタイル・ダークラガー ⼗和⽥湖ふるさと活性化公社 奥⼊瀬ビール ⾦賞 ハーフ＆ハーフ 鈴⽊洋 ⻘森

96．フリースタイル・ライトラガー 御殿場⾼原ビール（株） 御殿場⾼原ビール 銀賞 御殿場コシヒカリラガー 鮎澤昌史 静岡

カテゴリー〔Ａ〕ライトエール

カテゴリー〔Ｂ〕ダークエール

カテゴリー〔Ｆ〕ヴァイスビール

カテゴリー〔Ｇ〕アメリカン・アドバンスドビール

カテゴリー〔Ｃ〕ジャーマンエール

カテゴリー〔Ｄ〕ライトラガー

カテゴリー〔Ｉ〕フレーバービール

カテゴリー〔Ｌ〕フリースタイル

カテゴリー〔Ｈ〕ニュージェネレーションビール

カテゴリー〔Ｅ〕ダークラガー

【ボトル/⽸ビール 部⾨】 


