
審査結果 製造会社 責任者 ブランド ビール名

金 (株)宮城マイクロブルワリー *木村/菊地 鳥の海シャンパンビール フルーツビール（ピーチ）
銀 (株)下野酒店 鍵谷百代 ロコビア ココナッツポーター
銅 城端麦酒(有) 山本勝 城端麦酒 kaede(楓)

銀 (有)船峅高原農場 大谷崇 風舎の丘ビール工房 マリアヴェール

銅 (株)鳴子温泉ブルワリー 遊佐忠勝 鳴子の風 山ぶどうエール

金 那須高原ビール(株) 野田良平 那須高原ビール ナインテイルドフォックス

銅 親正産業(株) 菊地正久 猪苗代ビール ラオホ

銅 *伊賀の里 服部義春 モクモクビール スモークエール

金 (株)エキナン 福田政典 出雲路ビール ピルスナー
銀 三次麦酒(株) 志村智弘 三次ベッケンビール ピルスナー
銅 宗政酒造(株) 吉村嘉浩 有田ビール ピルスナー

銅 (株)羽生の里 市岡慎司 こぶし花ビール ピルスナー

金 (株)宮地ビール 小山田正人 赤城地ビール 赤城ピルス(ろ過)
銀 (株)三景 山口十三郎 日本海夕陽岬 サンセットピルス
銅 十勝ビール(株) 塚本篤 十勝ビール モール温泉ビール

金 梅錦山川(株) 山崎昭人 梅錦ビール ピルスナー
銅 *(株)天朝閣 *本田/渡辺 スワンレイクビール 越乃米こしひかり仕込み

金 (株)ろまんちっく村 山下創 ろまんちっく村の地ビール 麦太郎

金 (株)ろまんちっく村 山下創 ろまんちっく村の地ビール 秋桜
銀 (株)羽生の里 市岡慎司 こぶし花ビール メルツェン
銅 熊澤酒造(株) 能仲章 湘南ビール オクトーバーフェスト

金 三次麦酒(株) 志村智弘 三次ベッケンビール デュンケル
銀 (株)エキナン 福田政典 出雲路ビール デュンケル
銅 フォレストピアしそう麦酒館 野口泰洋 フォレストピアビール デュンケル

銀 (株)イクスピアリ *櫻井/林 Harvestmoon シュバルツ

ビアスタイル
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22. ヨーロピアンスタイル・ダーク／ミュンヒナー・デュンケル

23. ジャーマンスタイル・シュヴァルツビア

17. ミュンヒナースタイル・ヘレス

18. ヨーロピアンスタイル・ピルスナー

19. ドルトムンダー／ヨーロピアンスタイル・エクスポート

21. ジャーマンスタイル・メルツェン／オクトーバーフェスト

13-A. バンベルクスタイル・ラオホビール・ラガー

13-B. スモークフレーバード・ビール（ラガーまたはエール）

15. ジャーマンスタイル・ピルスナー

16. ボヘミアスタイル・ピルスナー

07. フルーツビール

09. ハーブ・スパイスビール

10. スペシャルティ・ビール

12. エクスペリメンタル・ビール（ラガーまたはエール）



銅 那須高原ビール(株) 野田良平 那須高原ビール 愛の花

銀 木内酒造(資） 高浩一 常陸野ネストビール ホワイト・エール

銅 (株)ヤッホー・ブルーイング 鴨田学 軽井沢高原ビール シーズナル

金 UNIBROUE INC PAUL AMOTT ラフィンドゥモンド ラフィンドゥモンド瓶
銀 (株)羽生の里 市岡慎司 こぶし花ビール グランクリュ

銀 (株)イクスピアリ *櫻井/林 Harvestmoon インディア・ペールエール
銅 (有)農業法人 飛騨高山麦酒 高橋有人 飛騨高山麦酒 ダークエール

金 *伊賀の里 服部義春 モクモクビール バーレーワイン酵母ビール

金 (株)ヤッホー・ブルーイング 鴨田学 軽井沢高原ビール ナショナルトラスト
銀 濱地酒造(株) 牟田正和 杉能舎 スタウト
銅 *(株)天朝閣 *本田/渡辺 スワンレイクビール ポーター

銀 サンクトガーレン(有) 岩本伸久 サンクトガーレン ブラウンポーター

銀 (有)農業法人 飛騨高山麦酒 高橋有人 飛騨高山麦酒 スタウト

銀 *THE LION BREWERY *池光 LION ライオンスタウト

金 宇奈月ビール(株) 森下雅仁 宇奈月ビール 十字峡
銀 南都ワールド(株)南都酒造所 糸数幸紀 南都サンゴ地ビール ニヘデビール(ソフト)
銅 (株)ブロイハウス大沼 山﨑隆 大沼ビール ケルシュ

金 (株)ブロイハウス大沼 山﨑隆 大沼ビール アルト
銀 南都ワールド(株)南都酒造所 糸数幸紀 南都サンゴ地ビール ニヘデビール(ハード)
銅 (株)隅田川ブルーイング 吉岡茂 隅田川ブルーイング アルト

金 (株)エキナン 福田政典 出雲路ビール ヴァイツェン(淡色)
銀 (有)農業法人 飛騨高山麦酒 高橋有人 飛騨高山麦酒 ヴァイツェン
銅 (株)宮地ビール 小山田正人 赤城地ビール 赤城ヴァイツェン(未ろ過)

金 熊澤酒造(株) 能仲章 湘南ビール ヴァイツェンボック

金 島根ビール(株) 矢野学 ビアへるん 縁結麦酒スタウト
銀 寿酒造(株) 富田祐介 大阪國乃長ビール ドライスタウト

金 那須高原ビール(株) 野田良平 那須高原ビール スタウト
銅 (株)蕃龍　信濃ブルワリー 石坂隆浩 信濃ビール 黒姫スタウト

70. クラシック・アイリッシュスタイル・ドライスタウト

71. フォーリン（エキスポート）スタイル・スタウト

63. ジャーマンスタイル・ケルシュ／ケルンスタイル・ケルシュ

64. 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

66-Ａ．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

68. 南ドイツスタイル・ヴァイツェンボック／ヴァイスボック

58. ロブスト・ポーター

59. ブラウン・ポーター

60. スイート・スタウト

62. インペリアル・スタウト

40. ベルジャンスタイル・デュッベル（ダブル)

41. ベルジャンスタイル・トリペル（トリプル)

45. クラシック・イングリッシュスタイル・ペールエール

57. バーレイワイン・スタイル・エール

25. ジャーマンスタイル・ヘレスボック／マイボック

34. ベルジャンスタイル・ホワイト／ベルジャンスタイル・ウィート



金 サンクトガーレン(有) 岩本伸久 サンクトガーレン ゴールデンエール
銀 (株)信州東御市振興公社 柳澤一樹 OH!LA!HOビール ゴールデンエール
銅 *(株)天朝閣 *本田/渡辺 スワンレイクビール スワンレイクエール

金 (株)ヤッホー・ブルーイング 鴨田学 よなよなエール よなよなエール
銀 *伊賀の里 服部義春 モクモクビール ペールエール
銅 (株)羽生の里 市岡慎司 こぶし花ビール ペールエール

金 (株)信州東御市振興公社 柳澤一樹 OH!LA!HOビール アンバーエール
銀 *(株)天朝閣 *本田/渡辺 スワンレイクビール アンバースワンエール
銅 サンクトガーレン(有) 岩本伸久 サンクトガーレン アンバーエール

銀 薩摩酒造(株) 松下治 サツマイモ発泡酒 サツマ　パープル

金 (株)宮地ビール 小山田正人 赤城地ビール 赤城ダークラガー(未ろ過)
銀 薩摩酒造(株) 松下治 サツマイモ発泡酒 サツマ　ブラック
銅 ランドビール(株) 山口司 金しゃち 名古屋赤味噌ラガー

金 木内酒造(資） 高浩一 常陸野ネストビール クラシックエール杉樽仕込
銅 梅錦山川(株) 山崎昭人 梅錦ビール ウルトラエール

金 (株)宮地ビール 小山田正人 赤城地ビール 赤城エール(未ろ過)
銀 マツヤ(株) 三好ちづ子 京都町家麦酒 京都平安麦酒(黒ビール)

銀 (株)いきいき地ビール 松本幸司 太閤エール 太閤エール

金 (株)イクスピアリ *櫻井/林 Harvestmoon レッドバーリーワイン

金 城端麦酒(有) 山本勝 城端麦酒 麦やエール
銀 城端麦酒(有) 山本勝 城端麦酒 はかまエール

*(株)天朝閣 瓢湖屋敷の杜ブルワリー

*THE LION BREWERY CEYLON LIMTTED
*農事組合法人伊賀の里モクモク手づくりファーム
*櫻井正時/林智子
*木村由和/菊地将生
*本田龍二/渡辺康一

*池光エンタープライズ(株)

80. フリースタイル・ダークエール

83. フリースタイル・ハイアルコール・ライトエール

84. フリースタイル・ハイアルコール・ダークエール

85. フリースタイル・節税型発泡酒

75. アメリカンスタイル・アンバーエール

77. フリースタイル・ライトラガー

78. フリースタイル・ダークラガー

79. フリースタイル・ライトエール

72. ゴールデンエールまたはブロンド・エール

73. アメリカンスタイル・ペールエール


