
アクセスマップ このイベントに関するお問い合せ

●JR 京浜東北・高崎・宇都宮線「さいたま新都心駅」下車徒歩4 分
●JR埼京線「北与野駅」下車徒歩7分
※ご来場の際は公共の交通機関をご利用ください。

飲酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止
されています。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・
乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。
お酒は楽しく、ほどほどに。のんだあとはリサイクル。

掲載されているグラス・瓶・缶、お料理等の画像
はイメージです。
ビールはカップでのご提供となります。
表示価格は、カップ1杯あたりのお値段です。

株式会社さいたまアリーナ

048-601-1122TEL.
さいたま新都心駅

コミュニティアリーナ

さいたま
赤十字病院
さいたま
赤十字病院

埼玉県立
小児医療センター
埼玉県立

小児医療センター

＃794698_2017けやきひろば秋のビール祭り_タブロイド判チラシ＿表



p.2 飲酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。お酒は楽しく、ほどほどに。のんだあとはリサイクル。掲載内容は予告なく変更することがあります。

MAP No.

10
仙南クラフトビール

仙南クラフトビールでは、原料となるモルト、酵母、ホップは本
場ヨーロッパのものを、水は蔵王山麓の雪解け水を使用しドイ
ツ伝統の製法で醸すビールです。

飲み比べセット…¥1,000

宮城

■  仙台名物 牛タン焼き
 ¥1,000

■  宮城蔵王 JAPAN Xポーク 
トルティーヤ 
チリペッパーソース ¥500

◆ササニシキIPA
［alc. 6.0%］

◆女川ホップペール
［alc. 5.0%］

◆ヴァイツエン
［alc. 4.5%］

◆ピルスナー
［alc. 4.5%］

…各 小:¥500　中:¥700　大:¥900

MAP No.
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TinyRebel／ALESMITH／WILDBEER

アメリカ・ビール界のロールスロイス「エールスミス」
イギリス・ビール界の反逆者「タイニー・レベル」
イギリス・発酵のマジシャン「ワイルド・ビア」
イギリス・ロンドン激震「フォーピュア・ブリューイング」
米英のクラフト・ビールを飲み比べ出来るのは、ここだけ！

◆エールスミス
＜IPA＞

［alc. 7.25%］

◆エールスミス
＜ホール・オブ・
フェイム・サンデ
ィエゴ・ペール・
エール.394＞
［alc. 9.0%］

◆エールスミス
＜ロジカル
チョイス
3×IPA＞

［alc. 10.0%］

◆エールスミス
＜ウィー・ヘヴィー＞
［alc. 10.0%］

◆エールスミス
＜グラン・クリュ＞
［alc. 10.0%］

◆エールスミス
＜オールド
ナムスカル＞
［alc. 11.0%］

◆エールスミス
＜ホーニー
デヴィル＞

［alc. 10.0%］

◆エールスミス
＜スピードウェイ
スタウト＞

［alc. 12.0%］

◆ワイルド
ビア

＜ビブレ＞
［alc. 4.2%］

◆タイニー
レベル

＜ハドーケン＞
［alc. 7.4%］

◆フォーピュア
ブリューイング
＜シェイプ
シフター＞
［alc. 6.4%］

…各 M:¥500 L:¥800

…各 S:¥800

OVERSEAS

　　　　　　　  　…¥1,000　　  　　　　　　　　　…¥2,000　  　　　　　　　　　　…¥3,000米英クラフトビール
4種飲み比べ・セット

至高！エールスミス3種
飲み比べ（高アルコール）

究極！エールスミス5種
飲み比べ（高アルコール）

【1日20杯限定】 【1日20杯限定】 【1日20杯限定】
【1日20杯限定】

【8/30（水）限定1樽】

【1日20杯限定】

MAP No.
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■  サイコロステーキ
 ¥1,000

■  【1日限定30食】
サーロインステーキ
 ¥2,000

■  シャカシャカポテト
 ¥400

猪苗代地ビール
名峰磐梯山の天然水とドイツのホップが出会い猪苗代地ビー
ルは生まれます。ドイツ醸造純粋令に基づき、ドイツから招い
た独自の旋律で歌い上げる本格派ビールです。本場のモルトと
ホップによる香りと苦味、生きた酵母が醸し出すコクの深さを
お楽しみください。

4種飲み比べセット…¥1,000

福島

◆ヴァイツェン
［alc. 5.0%］

◆ゴールデン
エンジェル
［alc. 5.0%］

◆ピルスナー
［alc. 5.0%］

◆ブラウン
ヴァイツェン
［alc. 5.0%］

◆ラオホ
［alc. 5.0%］

…各 小:¥500 中:¥700 大:¥900

MAP No.
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■  名物キャベツの一夜漬け
 ¥400

■  酒場の焼豚エッグ ¥500
■  こだわり冷奴 ¥400
■  焼酎ハイボール ¥450
■  バイスサワー ¥450

外秩父の山々に囲まれ、緑豊かな里山風景が広がる埼玉県北
西部にある小川町。原料は自家栽培や地元産にこだわり『畑
からのビール造りにチャレンジ中！』自家栽培の雑穀,果物,ス
パイスを使ったビールをご提供します。

◆雑穀ヴァイツェン
［alc. 5.0%］

◆限定ビール
数種準備

S:¥300 M:¥500 L:¥700

飲み比べセット…¥1,000

麦雑穀工房マイクロブルワリー ／タヰヨウ酒場東京埼玉

？

MAP No.
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10ants Brewing

アメリカ西海岸系IPAが大好きなメンバーで2015年より販売開
始をしました。自分たちがIPAで心を打ちぬかれたように皆様
にも是非IPAを楽しんでいただけたらと思います。

…各 350ml:¥500
700ml:¥900

4種飲み比べセット…¥1,000

東京

◆THE Fourth Dimension 
-blue label-
［alc. 4.5%］

◆Castle in the sky
［alc. 7.6%］

◆Hoppy Family
［alc. 6.0%］

◆THE Fourth Dimension 
-yellow label-
［alc. 4.5%］

■  国産牛すじ煮込み ¥600
■  枝豆 ¥100
■  ウーロン茶 ¥200
■  ウーロンハイ ¥300

MAP No.

7
ビア・キャッツ

4種飲み比べセット…¥1,000

ビア・キャッツでは素敵な仲間とともに素晴らしいビールを楽
しむため、こだわりのクラフトビールをアメリカより輸入してい
ます。

◆スクーナー エグザクト
スリーグリッドIPA／

Schooner EXACT - 3 Grid IPA
［alc. 6.7%］

◆スクーナーエグザクト
ホップヴァイン IPA／

Schooner EXACT - Hopvine IPA
［alc. 6.1%］

◆カウンシル ビアティチュード タルトセゾン
／Council - Beatitude Tart Saison

［alc. 4.5%］
…200ml:¥500

…各 300ml:¥500 500ml:¥700

OVERSEAS

1/1ページ3 grid square

11/30/2016file:///C:/Users/USER/Desktop/3-grid-square.svg

その他も日替わりでランダムに開栓します

MAP No.

4
國乃長ビール

清酒蔵が造るクラフトビールです。大阪で最初、全国でも9番
目で、地ビール醸造の一期生です。我々は日本人が「美味し
い」と思えるビールを造るためのオリジナリティを追求します。
ブランド名は清酒「國乃長」からもらって「國乃長ビール」で
す。

大阪

◆貴醸GOLD
［alc. 5.0%］

◆國乃長ビール 
蔵ケルシュ
［alc. 5.0%］

◆ベルジャン
ペール

［alc. 4.6%］

◆國乃長ビール 
蔵アンバー
［alc. 5.0%］

…各 中:¥500 大:¥700
中:¥600 
大:¥800

國乃長ビール4種飲み比べセット…¥1,000

MAP No.

5
六甲ビール醸造所

六甲の銘水で造った神戸のクラフトビール「六甲ビール」。六
甲山麓の、ホタルが見られるほど自然豊かな所でビールを醸造
しています。独自開発の麦芽ミルで粉砕した麦芽で仕込んだ
ビールはスッキリとした飲みやすさが特徴！

…各 M（12oz）:¥600 L（16oz）:¥700

4種飲み比べセット…¥1,000

兵庫

？

◆いきがり生
［alc. 5.0%］

◆六甲ポーター
［alc. 5.0%］

◆アメリカンIPA
（けやき限定…

かも！）
［alc. 6.0%］

◆あわじレモン
ホワイトエール
［alc. 5.0%］

◆フルーツビール
［alc. 5.0%］

…各 M（12oz）:¥500 L（16oz）:¥600

MAP No.
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横浜ベイブルーイング

2016年、横浜市戸塚区に新工場を移設オープン、本格チェコス
タイルピルスナーを筆頭に、ヘーフェヴァイツェンなどヨーロピ
アンスタイルに力を入れ、ホップの強烈なキャラクターを全面
に出したプロレスシリーズIPAも展開。横浜スタジアムのベイス
ターズエールも手掛けている醸造所です。

◆ベイピルスナー
［alc. 5.0%］

◆ベイヴァイス
［alc. 5.0%］

◆パワーボムIPA
［alc. 6.5%］

◆日替わりビール

…各 S:¥300 M:¥500

4種飲み比べセット…¥1,000

神奈川

MAP No.

3
キヤッセ羽生 こぶし花ビール

彩の国・埼玉県の北部、利根川沿いのまち羽生市。このまち
の郊外、さいたま水族館のとなりに造られた広さ3.6ヘクター
ルの「農林公園キヤッセ羽生」。緑の丘と水辺が配されたこの
公園の中に、地ビール工房「羽生ブルワリー」があります。ビー
ルは、大地の恵み「麦」から造られた「麦の酒」。そんな「麦
の酒」らしさにこだわった麦芽100％、丹精込めた手造りの地
ビールを、クラフトビール愛好家の皆様にお届けしています。

◆グランクリュ
［alc. 8.0%］

◆ベルギーホワイト
［alc. 5.0%］

◆ピルスナー
［alc. 5.0%］

◆黒の憩
［alc. 6.0%］

◆マイボック
［alc. 7.0%］

◆メルツェン
［alc. 6.0%］

◆IPA
（インディア・ペール

エール）
［alc. 6.0%］

…各 14oz:¥500

こぶし花ビール4種飲み比べセット…¥1,000

埼玉

【販売日時はお楽しみ】 【販売日時はお楽しみ】

MAP No.

2
川口ブルワリー

川口発の自家醸造ビール。レストラン併設の醸造所で造られ
た、川口でしか飲めないクラフトビールです。

◆川口御成道エール
［alc. 5.6%］

◆white-Lily-weizen
［alc. 4.5%］

◆荒川サンセットIPA
［alc. 7.0%］

◆セッションIPA
［alc. 4.0%］

…各 12オンス:¥500

4種飲み比べセット…¥1,000

埼玉
MAP No.

1

■  マルゲリータ ¥1,000
■  クアトロフォルマッジ
 ¥1,000

山口地ビール 山口

山口の名勝・鳴滝を臨むロケーションにある「山口地ビール」
は、そのミネラルを豊富に含んだ天然水と厳選された麦芽と
ホップを原材料として丁寧に醸造した長期熟成、無濾過のフ
レッシュなビールを皆様に提供します。

◆ヴァイツェン
［alc. 6.0%］

◆ピルスナー
［alc. 5.0%］

◆スタウト
［alc. 4.5%］

◆大島みかんウィートエール
［alc. 5.0%］

◆ペールエール
［alc. 5.0%］

◆IPA
［alc. 7.0%］

…各 350ml:¥500 500ml:¥700

4種飲み比べセット…¥1,000



p.3飲酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。お酒は楽しく、ほどほどに。のんだあとはリサイクル。掲載内容は予告なく変更することがあります。

MAP No.

22
DHCビール

DHCビールが目指すのは「美味しい」「安心」「飽きのこない」
の3拍子揃ったクラフトビールの製造。他社では決して真似の
できない、DHCビールならではのこだわりをご提供致します。

◆DHC
ラガービール
［alc. 5.0%］

◆DHC ホワイト
［alc. 5.0%］

◆DHC エクストラ
スペシャルビター
［alc. 6.0%］

◆コラーゲン入り
ビアカクテル
（ラガー）
［alc. 5.0%］

◆DHC
ブラックラガー
［alc. 4.5%］

◆コラーゲン入り
ビアカクテル
（ホワイト）
［alc. 5.0%］

…各 420ml:¥500

…各 420ml:¥600

飲み比べセット4種…¥1,000

静岡

【ビール祭り限定販売】

【ビール祭り限定販売】

【ビール祭り限定販売】

■  厚切りベーコン ¥400

MAP No.
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ひびき庵別館 さいたまスーパーアリーナ店

東松山名物みそだれやきとり ひびきです。彩の地酒や彩の国
黒豚を使用したしゃぶしゃぶも好評です。ひびきの「秘伝みそ
だれ」は、モンドセレクション最高金賞を10年連続で受賞して
います。

◆やきトンびーる（生）
［alc. 5.0%］

360ml:¥500

けやきひろば

■  東松山名物みそだれやきとり
 【2本パック】 ¥500

■  川越ポテトフライ ¥500
■  みそだれソースやきそば ¥500

MAP No.
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BIERES DE CHIMAY／ANCHOR BREWING

ベルギーのトラピスト（修道院）ビールの代表格として知られ
る「シメイ」とアメリカサンフランシスコで生まれ、クラフト
ビールのパイオニアとして多くのブリュワリーに影響を与えて
いる「アンカーブリューイング」どれも樽生で飲める機会はま
だ少ないので、ぜひ！

◆CHIMAY GOLD
（シメイゴールド）樽生

［alc. 5.0%］

◆ANCHOR STEAM
（アンカースチーム）樽生

［alc. 5.0%］

◆CHIMAY WHITE
（シメイホワイト）樽生

［alc. 8.0%］

◆ANCHOR LIBERTY ALE
（アンカーリバティーエール）樽生

［alc. 6.0%］

…各 スモール:¥500 レギュラー:¥700

OVERSEAS

MAP No.
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OKINAWASANGOBEER

サンゴ礁から生まれた沖縄の鍾乳洞「玉泉洞」の地下水
CORAL WATERで仕込んだ風味豊かなビール

◆OKINAWA
SANGOBEER  
SAISON

［alc. 4.5%］

◆OKINAWA
SANGOBEER  

IPA
［alc. 5.0%］

◆OKINAWA
SANGOBEER  

ALT
［alc. 5.0%］

◆OKINAWA
SANGOBEER  
KOLSCH
［alc. 5.0%］

◆OKINAWA
SANGOBEER  
BLACKALE
［alc. 5.0%］

…各 420ml:¥500

4種飲み比べセット…¥1,000

沖縄

■  人気の沖縄おつまみ
3種盛 ¥1,000

■  ミミガーのピリ辛和え ¥500
■  島らっきょう ¥500

■  海ぶどう ¥500
■  生もずくの酢の物♪ ¥500

MAP No.
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ベルギービール直輸入・販売 大月酒店

大阪府吹田市の“ベルギービール直輸入・販売 大月酒店”です。
ベルギーより直輸入したビールを徹底した品質管理の下、ビー
ルファンの皆様に最高の状態でお届けしております。お蔭様で
ratebeer地域別評価で大阪1位を頂きました。

◆ゾンビ インペリアルポーター【樽生】
［alc. 9.4%］

◆オラクル クアドルプル【樽生】
［alc. 10.7%］

◆オートノミーロスト インペリアルIPA
【樽生】

［alc. 9.0%］

◆ストロンゲストザンエバー 
バーレーワイン【樽生】
［alc. 15.1%］

…各 200ml:¥600

4種飲み比べセット…¥1,200

OVERSEAS

◆シークレットビール ¥600～

MAP No.
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海軍さんの麦酒（呉ビール）

海軍ゆかりの地・広島県「呉」のビールです！「海軍さんの麦
酒」は、ドイツ産の麦芽・ホップ・酵母と、呉の名水“灰ヶ峰の
伏流水”で、丹精込めて造った本物のビールです。

4種飲み比べセット…¥1,000

広島

◆海軍さんの麦酒
ピルスナー
［alc. 5.0%］

◆海軍さんの麦酒
ヴァイツェン
［alc. 5.0%］

◆海軍さんの麦酒
アルト

［alc. 4.7%］

◆しまのわビール
［alc. 5.0%］

…各 スモール:¥300 レギュラー:¥500

MAP No.
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【8/30.31.9/1限定販売】

イギリスでもここ2年で200ものビール醸造所が増え、クラフト
ビールの勢いが否定できない。英国人オーナーが帰郷し見つ
けてきました！今回は、イギリス中部コベントリーのビールをご
紹介。限定になりますのでお早めにブースへお越し下さい。

ウォーリアケルト OVERSEAS

◆ペキューリア
IPA

［alc. 5.1%］

◆セゾン フロム
アナダ プレイス

（ツィスティドバロー）
［alc. 6.5%］

◆オールド
ぺキューリア
オールドエール
［alc. 5.6%］

◆プロパージョブ 
IPA

［alc. 5.0%］

◆トリビュート
コーニッシュ
ペールエール
［alc. 4.2%］

…各 1/3パイント:¥300 1/2パイント:¥500

1/2パイント:¥500

■  牛肉のオールドペキュ
ーリア煮込 ¥700

■  フィッシュ＆チップス
 ¥500

■  ポークパイ ¥400
■  ハギスパイ ¥400

4種飲み比べセット…¥1,000

MAP No.
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ロコビアオクロック

千葉のビールとフードを楽しんで欲しい！！という想いのコ
ラボ出店！「LOCOBEER」＋「Beer O'clock」で「Loco Beer 
O'clock（ロコビアの時間だよ＝ロコビア飲みに行こうぜ！）

ロコビア秋の4種セット…¥1,000～

千葉

■  【1日限定20食】千葉県産
アジのなめろう揚げ ¥500

■  自家製スモーク盛り合わせ
 ¥600

■  江戸前穴子と
フォアグラのテリーヌ ¥800

■  千葉県産林SPF豚の
ボロニアソーセージ ¥300

■  千葉県産林SPF豚と夏野菜の
ポークカレー＆ライス ¥900

■  炊きたてごはん ¥300

◆佐倉・香りの生
［alc. 5.0%］

◆印旛（INdia Black Ale）
［alc. 6.0%］

◆ユーカリナーヴァイス
［alc. 3.0%］

◆好きさ！東北！
［alc. 8.5%］

180ml:¥400
350ml:¥600

…各 180ml:¥300
350ml:¥500

180ml:¥300～
350ml:¥500～

MAP No.
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■  バンベルガーツヴィーベル（丸ごと
玉ねぎのひき肉詰め、ビールソース
［限定品］） ¥800
■  特製!!切りたての自家製ハム ¥800～
■  ベルリン伝統料理アイスバイン
（骨なし［限定品］） ¥1,200
■  特大ニュールンベルガー ¥500
■  ソーセージ盛り合わせ ¥1,000
■  プレッツェル ¥500

ツークシュピッツェ
輸入会社直営店だから出来る品質とコストパフォーマンス。全
てのビールは冷蔵コンテナ輸入され、現地で呑むのと同じ味
わいが楽しめます。どうぞ「けやき」と「銀座」でより濃厚な味
わいのドイツ・オーストリアビールをお楽しみください！

OVERSEAS

当日はタル生
をご用意！！ 独逸麦酒結社セット…¥1,000

◆ラーデベルガー
［alc. 5.0%］

◆ヴァルトシュミット 
ヤコビ

ヴァイスビール
［alc. 5.0%］

◆シェッファー
ホッファー

ヘフェ ヴァイツェン
［alc. 5.0%］

◆シェッファー
ホッファー

グレープフルーツ
［alc. 2.5%］

M:¥800
L:¥1,000

…各 M:¥700 L:¥900
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とんかつ新宿さぼてん

ビールが旨い!!さぼてん自慢のかつサンド、揚けたて、出来たて
串かつ、広島県江田島産カキフライ。大好評!!様々な種類の揚
げ物の入ったお楽しみおつまみBOX今回も豊富に取り揃え、お
待ちしております。

けやきひろば

■  広島県江田島産
カキフライ 【5個】 ¥700

■  かつサンド ¥500
■  さぼてん特製もつ煮
 ¥400

■  イベリコロースかつ串
 ¥300

■  ソースかつ丼 ¥600
■  カマンべールチーズ
 【5個】¥500

◆サッポロ
（生）ビール
［alc. 5.0%］

¥500

MAP No.
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南横浜ビール研究所

自由と独創を旗印にかかげ、2016年、横浜のはずれから発信
を開始。うまさの追求のためだったら、ジャンルも既成概念も
軽やかに踏み越えます！オールドルーキーふたり、業界をざわ
つかせつつ躍進中！

◆インペリアル
とりがらIPA
［alc. 7.5%］

◆麦シャンパン
ブリュット
［alc. 6.0%］

◆負け惜しみ
IPAリターンズ
［alc. 6.5%］

◆日替わりビール

◆看板
ペールエール
［alc. 5.5%］

◆横市大生が
つくったビールが
こんない美味い
はずがない（仮）
［alc. 未定］

◆魁！ニュー
イングランド的な
IPAアドバンス
［alc. 6.5%］

…各 S:¥300
M:¥500

S:¥400
M:¥600

4種飲み比べセット…¥1,000

神奈川

【ビール祭り限定販売】

？ ？

MAP No.
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【9月2日・3日限定販売】

ヴィルゴビール
墨田区両国のメーカー。フルーツビールのパイオニアとしてお
なじみのワインレッドから新作のブルーライチエール、シーク
レットフルーツビールをご用意いたします！おつまみに、ドイツ
金賞のフランク・ベーコンも！

◆ブルーライチエール
［alc. 5.0%］

◆クランベリーエール
［alc. 5.0%］

◆ショコラエール
［alc. 5.0%］

…各 12オンス:¥500 20オンス:¥800 1リットル:¥1,300

4種飲み比べセット…¥1,000

東京

■  肉全部盛り ¥1,000
■  フランク ¥300
■  ベーコン ¥500
■  ウィンナー ¥500
■  オランダチーズ ¥500
■  オリーブ ¥300
■  ドライトマト ¥300



p.4 飲酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。お酒は楽しく、ほどほどに。のんだあとはリサイクル。掲載内容は予告なく変更することがあります。
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COEDO BREWERY／BEER SAURUS 埼玉

埼玉川越で、Beer Beautifulをコンセプトに「ビールの楽しみ」
を提案しています。職人の手でつくられるクラフトビールブラン
ドとして、薩摩芋からつくられる紅赤色の“ジャパニーズ”ビール
からピルスナーまで、6種の味を展開。

定番ビール飲み比べセット…¥1,000

◆限定ビール ◆伽羅
［alc. 5.5%］

◆毬花
［alc. 4.5%］

◆白
［alc. 5.5%］

◆紅赤
［alc. 7.0%］

◆瑠璃
［alc. 5.0%］

◆漆黒
［alc. 5.0%］

…各 420ml:¥500
¥未定

？

■  エイジングサイコロビーフ
 ¥1,000

■  インドカレー（ナン） ¥700
■  チェダーチーズナチョス ¥500
■  パクチーオニオン ¥400
■  スライストマトのバジルソース
 ¥400

■  トルネードチョコブラウニー&
アイス ¥500
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グリーンエージェント株式会社

世界中で愛されているヴァイスビア「エルディンガー」と地元
埼玉が誇る「サイボクハム」のソーセージとのコラボ。最高のマ
リアージュでサービスいたします。

◆エルディンガーヴァイスビア
［alc. 5.3%］

◆エルディンガーデュンケル
［alc. 5.3%］

…各 300ml:¥400 420ml:¥500

OVERSEAS

※画像はイメージです。

■  サイボク
超粗挽きフランク
 ¥400

■  サイボク
ピザソーセージ
 ¥400

MAP No.
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火の谷ビール工場

伊勢湾の水源の町である三重県津市美杉町の山間、火の谷に
湧き出る天然銘水で仕込んだ「火の谷ビール」。良質な水に
合ったすっきり飲みやすくも味わい深いクラフトビールを、伊勢
志摩産焼き牡蠣と合わせてどうぞ！

◆火の谷ラガー
［alc. 5.0%］

◆伊賀流
忍者麦酒

［alc. 5.0%］

◆イブキレッド
［alc. 5.0%］

◆ポーター
［alc. 5.0%］

◆シークレット
ビール

…各 355ml:¥500 560ml:¥700

4種飲み比べセット…¥1,000

三重

【8月31日から販売開始】

■  焼き牡蠣 ¥600
■  蒸しホンビノス貝
 ¥500

？
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木曽路ビール

信州南木曽岳の清冽な湧水で仕込む麦芽100%オールモルト
ビール。鮮度を保つため銘柄毎に仕込量を変え、少量生産・早
期消費している。飽きのこない、後味の良いビール造りをテー
マに“手造り”というまごころにこだわります。この機会に是非
木曽路ビールをお楽しみください。

飲み比べセット…¥1,000

長野

◆ナイアガラ
ペールエール
［alc. 5.0%］

◆ペールエール
［alc. 5.0%］

◆キソジ
プレミアムラガー
［alc. 5.0%］

◆ポーター
［alc. 5.0%］

…各 12オンスカップ¥500

MAP No.
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スワンレイクビール／SWAN LAKE Pub Edo

新潟　スワンレイクビールは世界最高峰のビール審査会ワール
ドビアカップにおいて２度ワールドチャンピオンに輝いており
ます！！また、今まで国際審査会を含むビアコンテストにおい
て金・銀・銅合わせて106個のメダルを獲得しております。

新潟

■  新潟 南蛮えび味噌つけ麺
 ¥900

■  新潟 濃厚魚介つけ麺 ¥800
■  豚ばらつるし焼き豚 ¥500
■  新潟みやげ
（揚げ蒲鉾詰合せ） ¥1,500
■  栃尾のジャンボ油揚げ ¥500
■  ヤスダドリンクヨーグルト
 ¥300

■  煮玉子しんじょう ¥400
■  甘海老しんじょう ¥400

…各 Mサイズ（14オンス）:¥500 Lサイズ（24オンス）:¥800

◆アンバー
スワンエール
［alc. 5.0%］

◆越乃米こしひかり
仕込みビール
［alc. 5.0%］

◆ポーター
［alc. 6.0%］

◆シーズナル
ビール

4種テイスティングセット（Sサイズ（7オンス）×4）…¥1,000

？
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■  厚切り牛タンステーキ ¥900
■  自社製フランクフルト ¥300
■  牡蠣の燻製 ¥500
■  スパイシーチキン ¥500

うしとらブルワリー
定番のビールは持たず、そのタイミング・季節に合ったビール
を製造。僭越ながら、2017年・某ビアフェスにて人気投票1位
を獲得させていただきました！

◆はとぽっぽエール
［alc. 5.0%］

◆桃のサワーエール
［alc. 5.0%］

◆IPA
［alc. 7.0%］

◆ダブルIPA
［alc. 8.5%］

…各 12oz:¥500 20oz:¥800

飲み比べ4種セット…¥1,200

栃木

MAP No.
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※写真はイメージです。

■  （左）牛スジサイゴン
煮込み ¥600

■  （右）トムヤム水餃子
 ¥500

■  ベトナム
ブルスケッタ ¥700

■  ハノイ串焼き ¥500

■  5種キノコの
タマリンドオイル漬け
 ¥500

■  ハラペーニョクリーム
チーズ ¥500

■  チチャロン ¥300
■  ラスク ¥200

ブリマーブルーイング／フジマルクラフト
カリフォルニア出身のブルワーが川崎市高津区出身の妻と一
緒に2012年高津区久地に立ち上げたブルワリーです。今回は
地元溝の口の「フジマルクラフト」さんが自慢のお料理を提供
してくれます！

◆ゴールデンエール
［alc. 5.0%］

◆ペールエール
［alc. 5.5%］

◆ポーター
［alc. 5.5%］

◆季節限定
スペシャルビール

…各 Sサイズ:¥300 Lサイズ:¥500

テイスティングセット…¥1,000

神奈川
MAP No.
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◆Rogue 
Shakspeare Stout
［alc. 5.8%］

◆Lompoc Hoppy 
Tiger,Bitter Dragon IPA
［alc. 6.6%］

◆Hopworks 
Organic IPA
［alc. 6.6%］

◆Rogue Paradise 
Pucker Sour Ale
［alc. 6.0%］

◆Rogue 5 HOP 
IPA

［alc. 5.55%］

◆Caldera 
Grapefruit IPA
［alc. 6.6%］

◆Hopworks Long 
Root Ale
［alc. 5.5%］

◆Rogue 
Hazelnuts Brown
［alc. 6.0%］

…各 ¥500

えぞ麦酒／5坪
オレゴン州ポートランドを中心に美味しビールを8種類をロー
テーションでご提供いたします。飲み忘れのない様に是非お立
ち寄りください！！北海道産の牡蠣も販売しております。ビール
と牡蠣の相性は抜群。お待ちしております！！

4種飲み比べセット…¥1,000

北海道

■  焼き牡蠣 ¥500
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サンクトガーレン

バレンタインのチョコビールとか、父の日の一升瓶ビールとか、
デザート感覚で楽しむスイーツビールとか個性的過ぎるビール
を仕掛ける神奈川県厚木の地ビール蔵。こう見えて日本の最
老舗地ビール蔵という硬派な歴史をもち、国際大会金賞常連
の正統派王道ビールも多数。

選べる4種のみ比べセット…¥1,000

神奈川

■  シロコロホルモン ¥400
■  厚切りベーコン ¥300
■  フランクフルト ¥150

◆湘南ゴールド
［alc. 4.8%］

◆パイナップルエール
［alc. 4.8%］

◆ブラウンポーター
［alc. 5.5%］

◆スイートバニラ
スタウト

［alc. 6.5%］

◆ペールエール
［alc. 5.6%］

◆ゴールデンエール
［alc. 5.0%］

◆アンバーエール
［alc. 5.5%］

◆YOKOHAMA XPA
［alc. 6.0%］

…各 M:¥500 L:¥600

MAP No.
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プレストンエールブルワリー

ジョイフル本田宇都宮店内で造る、ジョイフルオリジナルクラ
フトビールです。英国発祥のビール（ペールエール、ブラウン
エール、スタウト、IPA）を英国伝統の醸造方法で造り上げた本
格派クラフトビールです。

◆ペールエール
［alc. 5.0%］

◆アイリッシュエール
［alc. 6.0%］

◆ブラウンエール
［alc. 4.0%］

◆シークレットビール◆IPA
［alc. 6.0%］ …各 M:¥300 L:¥500

お試しセット…¥1,000

栃木

？
？
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ハンバーグ＆ステーキ 听

日本一の熟成庫で40日間熟成された最高級の黒毛和牛をブ
ラック＆ブルーにグリル。「柔らかさ・旨味・独特の熟成香」を
兼ね備え、他では味わえない美味しさ。

けやきひろば

■  熟成肉のサイコロステーキ
 ¥1,200

■  スモークナッツ ¥500
■  しぐれ煮 ¥650

■  カジュッタ（ノンアルコール）
 ¥600

■  カジュッタ（アルコール）
 ¥700

■  樽生ワイン（赤） ¥500
■  樽生ワイン（白） ¥500
■  樽生ワイン
（スパークリング白） ¥500
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BALLAST POINT×ROSE HOGS

米クラフトビール界のパイオニアBallast Pointと立川の名店
ROSE HOGSの料理がコラボ！香り豊かで苦みが効いたクラフ
トビールに間違いなくピッタリな料理をご用意してお待ちして
おります。

◆スカルピンIPA
［alc. 7.0%］

◆ビッグアイIPA
［alc. 7.0%］

◆グルニオン
ペールエール
［alc. 5.5%］

◆ボニート
ブロンドエール
［alc. 4.5%］

…各 200ml:¥300 350ml:¥600

バラストポイント4種飲み比べセット…¥1,000

OVERSEAS

■  バッファローウイング
 ¥600

■  ハーブソーセージ
 ¥400

■  フライドポテト ¥400



p.5飲酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。お酒は楽しく、ほどほどに。のんだあとはリサイクル。掲載内容は予告なく変更することがあります。
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BLUE MAGIC

栃木のクラフトビールを10種類集めたブルーパブ！ 店舗併設
の醸造所より生まれる【完全限定】栃木県オリジナルクラフト
ビールも醸造、ご提供！ 店内併設のタンクを見ながら出来立
ての新鮮な味わいをご堪能ください。

BLUE MAGIC Tasting Set…¥1,000

栃木

◆BLUE MAGIC SPECIAL
¥500

MAP No.
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【木、金、土 限定】

【木、金、土 限定】 【金、土、日 限定】 【金、土、日 限定】

【木、金、土 限定】

栃木マイクロブルワリー
宇都宮市にある日本一小さな醸造所で、世界でたったひとつの
今までにない味わいのビールを提供します。フルーツや野菜、
ハーブスパイスの特徴を生かした「けやきひろばビール祭り」
だけの超限定ビール。この機会に是非お楽しみください。

◆女医さん
［alc. 5.0%］

栃木

…各 小:¥300 大:¥500

◆マロングラッセ
［alc. 7.5%］

◆ベジタブル
ビール
[alc. 5.0％]

◆フルーツ
ビール
[alc. 5.0％]

◆シークレット
ビール
[alc. 5.0％]
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Miyata Beer 押上醸造所

☆けやき2度目の出店☆　造りたいものを造り続けるミヤタ
ビール。大切にしているのは素材を生かした高品質なビール。
自然の恵みと人間の技術力が融合して実現する「この、一
杯。」をこれからも造り続けます。

ミヤタビールセット…¥1,000

◆ミヤタシードル#04
［alc. 6.0%］

◆IPA
［alc. 5.0%］

◆けやきひろば限定
ミヤタビール
［alc. 5.0%］

◆Amber Ale
［alc. 5.0%］

◆Pale Ale
［alc. 5.0%］

…各 S:¥500
M（≒Pint）:¥1,000

L:¥1,500

¥600

東京

MAP No.
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道の駅うつのみや  ろまんちっく村

「栃木県の原料を使用した最高のビールを造りたい」日本一
の生産量を誇る栃木産麦芽を使用したビール造りと、近年で
は原料の自家栽培に取り組んでいます。

◆ろまんちっく村の地ビール 
餃子浪漫

［alc. 6.4%］

◆Session IPA
［alc. 4.4%］

◆栃の黒
［alc. 4.9%］

◆IPA Grand Slam IPA 
Hyper 2017 シトラver

［alc. 7.0%］

◆ろまんちっく村の地ビール 
麦太郎

［alc. 5.7%］

◆日替りハイアルコール
［alc. 10.0％以上］

100ml:¥500

…各 400ml:¥500

飲み比べセット…¥1,000

栃木

【ビール祭り限定販売】
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【ビール祭り限定販売】

霧島ビール
今春リニューアルした霧島ビール。世界規模のコンペティション
で銀賞を受賞したスタウトを始め、定番ビール5種類と、限定
ビールをご用意しています。ビールと相性抜群の宮崎名物、鶏
の炭火焼とご一緒にどうぞ！

宮崎

…各 400ml:¥500

霧島ビール おためしセット「2種」「4種」…200ml×2 ¥500  200ml×4 ¥1,000

◆KIRISHIMA BEER 
STOUT

［alc. 5.0%］

◆KIRISHIMA BEER 
PILSNER

［alc. 5.0%］

◆KIRISHIMA BEER
PALE ALE
［alc. 5.0%］

◆KIRISHIMA BEER 
AMBER

［alc. 5.0%］

◆限定！
KIRISHIMA BEER

◆KIRISHIMA
日向夏

［alc. 5.0%］

■  鶏の炭火焼き
 ¥500

？？
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箕面ビール

【大阪生まれ、9年連続世界一】ビールのオリンピック「World 
Beer Cup」、イギリスで130年の歴史を誇る「International 
Brewing Awards」をはじめ世界のビールコンペティションにて
9年連続受賞！！世界最高峰の金賞ビールを是非ご堪能くださ
い。

おまかせ4種飲み比べセット…¥1,000

大阪

◆W-IPA
［alc. 9.0%］

◆スタウト
［alc. 5.5%］

◆ペールエール
［alc. 5.5%］

■  ゆずソーセージ
 【1本】¥300 

…各 中:¥500 大:¥700中:¥600 大:¥800

MAP No.

40 自然あふれる新潟市のエチゴビール醸造所で造られる地ビー
ルは、繊細かつバラエティーに富んだ個性豊かなビールです。
それぞれのビールは本場の味を追求し、経験豊富なブルワー
がこだわり、選りすぐった原料を贅沢に使用し醸造していま
す。

選べる4種飲み比べセット…¥1,000

エチゴビール

◆こしひかり
越後ビール
［alc. 5.0%］

◆青りんごSP
［alc. 4.0%］

◆プレミアム
レッドエール
［alc. 5.0%］

◆オーガニック
ピルスナー
［alc. 4.0%］

◆パクチー
ブラック

［alc. 6.0%］

…各 M:¥400 L:¥500

新潟

■  ピリ辛モツ炒め ¥500

MAP No.
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Y.MARKET BREWING

定番商品を持たず、醸造開始から3年で100種類を超えるビール
を造ってます。販売後数分、数時間で売り切れるビールはまさ
に一期一会。そんなビールをこの機会に色々楽しんで下さい。

…各 小:¥300～ 中:¥500～ 大:¥1,000～

小:¥500 中:¥800

4種飲み比べセット…¥1,200

愛知

■  名古屋どて煮 ¥500
■  スモークナッツ ¥300
■  なごや八丁味噌豆
 ¥500

◆白ぶどうのビール
［alc. 5.0%］

◆新作NEW ENGLAND IPA（名称未定）
［alc. 未定］

ビールは他にも
５～６種類を予定してるよ！

MAP No.
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城端麦酒 富山

北陸新幹線開業で一気に近くなった富山県の南西部の山の麓
にある越中の小京都南砺市城端に小さな醸造所城端麦酒は
あります。小さい醸造所だから出来る枠にはまらないビール造
りをモットーに大人気のフルーツビールからホップをしっかり
使った苦ーいIPAまでつくってます。

◆Tropical
Pink

［alc. 4.5%］

◆Blood
Orange

［alc. 4.5%］

◆Great
Blue

［alc. 5.0%］

◆EARL
GREY

［alc. 5.0%］

◆輝W7
カガヤキ

ウィートセブン
［alc. 7.0%］

◆はかま
エール

［alc. 6.5%］

…各 レギュラー:¥500　L:¥700

飲み比べセット…¥1,000

■  塩ソーセージ ¥300
■  スモークナッツ ¥500
■  豚バラ焼き ¥500

MAP No.
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胎内高原ビール

「飲みやすく個性的なクラフトビール」をテーマに多種多様な
ビールを醸造しています。イベント期間中、新潟らしい個性的
なビールを限定ビールとして販売いたします。ブースで一緒に
カンパイしましょう！

◆シトラ
ヴァイツェン
［alc. 5.0%］

◆ピルスナー
［alc. 5.0%］

◆ヴァイツェン
［alc. 5.0%］

◆アルト
［alc. 5.0%］

◆限定ビール

…各 M:¥500 L:¥600

選べる4種飲み比べセット…¥1,000

新潟

■  粉雪スノーアイス ¥500

？
？
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宮崎ひでじビール

美味しいビールを造る為に、徹底した衛生管理のもと、元気の
良いビール酵母を工場で純粋培養する事で、キレがよく「何杯
でも飲める！旨いビール」を目指しています。最初の一杯は、宮
崎ひでじビールで決まり！！

4種飲み比べセット…¥1,000

宮崎

◆太陽の
ラガー

［alc. 5.0%］

◆イベント限定ビール（万感～熊本YELL
～BANKAN KUMAMOTO YELL）

［alc. 5.0%］

◆イベント限定ビール
（IPA）

［alc. 未定］

◆イベント限定ビール Golden Arrow 
Pilsner（ゴールデンアロー・ピルスナー）

［alc. 5.0%］

◆月の
ダークラガー
［alc. 5.0%］

◆宮崎きんかん
ラガー

［alc. 5.0%］

◆宮崎ゆず
エール

［alc. 5.0%］

◆森閑の
ペールエール
［alc. 5.0%］

…各 スモール:¥300 レギュラー:¥500
■  ポークジャーキー
 ¥400

■  宮崎鶏の鉄板焼き
 ¥700
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ワインハウスゲアハルト 埼玉

ヨーロッパの優良醸造所のワインのみを日本で販売して29
年。設立当初からのお客様も多くいらっしゃいます。
オーガニックワインを始め、他では入手できない美味しいワイ
ンを試飲してお選び頂けるので安心です。

◆オーストリア産
辛口白ワイン

◆ドイツ産
オーガニック
赤ワイン

◆フランス
ACワイン

◆ドイツ産
オーガニック
白ワイン



p.6 飲酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。お酒は楽しく、ほどほどに。のんだあとはリサイクル。掲載内容は予告なく変更することがあります。
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夢花まき麦酒醸造所

「宮城マイクロブルワリー」は宮城県亘理町で創業いたしまし
たが東日本大震災で被災し、醸造所、店舗とも全壊してしまい
ました。現在は、花巻に新たに醸造所、店舗を構えて「夢花ま
き麦酒醸造所」として再開しております。
美味響宴、香味満開。
ビールも個性的なら、味も個性的。あなただけの楽しみかたを
見つけてください。

◆いちごエール
［alc. 7.0%］

◆りんごエール
［alc. 7.0%］

◆ぶどうエール
［alc. 7.0%］

…各 スモール:¥300 レギュラー:¥500

4種飲み比べセット…¥1,000

岩手
MAP No.
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銀座ライオン

生ビールの専門店銀座ライオンがお送りする生ビールとお料
理。毎度おなじみの名物、「山盛りポテトフライ」はフレーバー
選び放題、かけ放題！！季節を先取りしたビールにぴったりの
「蒸し牡蠣」もございます！！

◆白穂乃香
［alc. 5.0%］

◆琥珀ヱビス
［alc. 5.5%］

◆エーデルピルス
［alc. 5.0%］

9oz:¥500 12oz:¥600 …各 9oz:¥400 12oz:¥500

3種飲み比べセット…¥1,000

けやきひろば

■  蒸し牡蠣 ¥350
■  山盛り！ポテトフライ
 ¥500

■  ソフトアイス ¥350
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バカルディモヒートバー 東京

フレッシュミントをたっぷり使った香り豊かな本格「バカル
ディモヒート」!青い海が広がるキューバ生まれの「バカルディ 
ラム」は、100年以上の伝統によって培われた世界NO.1ラムで
す。
スタンダードモヒートはもちろん、今年もフルーツモヒート各種
を取り揃え、バーテンダー一同お待ちしております。

◆バカルディ
モヒート

［alc. 10.0%］

◆オールド
ファッションド
［alc. 40.0%］

◆バカルディ
フルーツモヒート各種
（マンゴー・クランベリー

・パイナップル）
［alc. 10.0%］

◆メガモヒート
各種

［alc. 10.0%］

◆プレミアムモヒート
［alc. 10.0%］

360ml:¥700

ロックスタイル:¥600

360ml:¥750

5杯分（2,100ml）:¥3,250～

360ml:¥800
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ブルーマスター

九州各地の果物・野菜にいち早く着目し、2002年の開業時か
ら10種類以上のフルーツビールを販売しました。中でも福岡の
苺「あまおう」や大分のかぼすを使用した商品は大変好評を
頂いております。

◆ヒーリングタイム
［alc. 5.0%］

◆シークレットビール

◆ブルーマスター
［alc. 5.0%］

◆あまおうノーブルスイート
［alc. 5.0%］

◆プレミアムアイス
ブルーマスター
［alc. 5.0%］

◆かぼす＆ハニー
［alc. 5.0%］

…各 中:¥500 大:¥700 特大:¥1,000

…各 中:¥600 大:¥800 特大:¥1,200

ブルーマスター飲み比べ4種セット…¥1,000

福岡

【ビール祭り限定販売】

？
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BCBTAPSTAND（BC Beer Trading×Tap Stand）

カナダクラフトビールと新宿のTAP STAND Craftbeer＆Pizzaが
コラボ！P49や日本初上陸のCentral Cityのドラフト提供！激ウ
マ新食感の「タップサンド」はリピート間違い無し！

◆Centaral City 
- Red Racer IPA
［alc. 6.5%］

◆Driftwood - Fat 
Tug

［alc. 7.0%］

◆Driftwood - 
White Bark
［alc. 5.0%］

◆Parallel49 - 
Filthy Dirty
［alc. 7.0%］

◆Central City 
- ISA

［alc. 4.0%］

◆Central City 
- Hopping Mad 
Dry Hopped Cider
［alc. 7.0%］

◆Parallel49 - 
Ruby Tears
［alc. 6.0%］

◆Driftwood - 
New Growth
［alc. 5.0%］

◆Parallel49 - 
Jerkface9000
［alc. 5.0%］

◆Central City 
- IRA

［alc. 6.0%］

…各 M:¥500 L:¥700

4種飲み比べセット…¥1,000

OVERSEAS

■  タップサンド
　ラムパクチー ¥800
　Tap's BBQソーセージ ¥800
　スモーク×スモーク×スモーク ¥800
　チリビーンズ ¥800
　プルドポーク×ハラペーニョ ¥800

■  49モツ煮 ¥600
■  49トルティーヤ
 ¥700

■  アップルカスター
 ¥800

MAP No.

55
牛久シャトービール

牛久シャトー創設者のビールづくりへの志を継いだ牛久ブルワ
リーでは、すっきり飲みやすいラガービールなどを醸造してい
ます。現在は、多種多様なビールスタイルに挑戦し、1年を通じ
て約20種類のビールを生産しています。

牛久シャトービール4種飲み比べセット…¥1,000

茨城

◆秋あがり
［alc. 5.0%］

◆ヘレス
［alc. 5.0%］

◆IPA
［alc. 6.0%］

◆クランベリー
ラガー

［alc. 3.0%］

…各 7oz:¥300　14oz:¥500　18oz:¥700

？

◆本日のビール

MAP No.

52 所沢ビールは、自分たちで本物のビールを造りたいという
思いから生まれたクラフトビール醸造所です。4年目を迎え
さらに磨きがかかった所沢ビールと、餃子フェスでも大好評
「WASH1N」餃子は相性抜群です！

所沢ビール飲み比べセット…¥1,000

所沢ビール ／WASH1N TOKYO 東京埼玉

◆ビッチェズブリュー
［alc. 5.0%］

◆ザ・キャノンボール
［alc. 6.5%］

◆ファラオ
［alc. 5.5%］

◆限定ビール1
◆限定ビール2

…各 400mL:¥500

■  気仙沼産カツオ！
なまり節餃子
 【4個】¥700

■  特製和心餃子
 【4個】¥500

■  チリポヨ焼き餃子
 【4個】¥600
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伊勢角屋麦酒 三重

伊勢神宮のお膝元、三重県伊勢市からきました。20年の歳月
が磨き上げた伊勢角屋麦酒。創意工夫と情熱とセンスで、醸し
出す妥協なきビール！！特と堪能してください。

◆ペールエール
［alc. 5.0%］

◆ブラウンエール
［alc. 5.0%］

◆インペリアル・レッドエール
［alc. 6.0%］

◆スタウト
［alc. 5.0%］

◆ゴールデンドラゴン
［alc. 4.0%］

◆ヒメホワイト
［alc. 5.0%］

◆シークレット
ビール

…各 12オンス:¥500

4種飲み比べセット…¥1,000

■  松阪牛ホルモン
 ¥1,000

■  松阪牛フランク ¥500

？
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ノースアイランドビール 北海道

■  厚切り ジンギスカン
ステーキ ¥900

…各 7oz:¥300 12oz:¥500 18oz:¥800
12oz:¥600

ノースアイランドビールは6種類のレギュラービールを醸造して
います。「けやきひろばビール祭り」では、色々なビールを日替
わりでご用意いたします。北海道の美味しいビールと美味しい
フードをご堪能ください。

◆ピルスナー
［alc. 5.0%］

◆ヴァイツェン
［alc. 5.0%］

◆ブラウンエール
［alc. 5.0%］

◆IPA
［alc. 7.0%］

◆限定ビール

◆スタウト
［alc. 5.5%］

◆コリアンダーブラック
［alc. 5.5%］

4種飲み比べセット（7oz）…¥1,000

？ ？
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CHROA（クロア）

クロアは革新的クラフトアートビアブランドです。2016年に地
元太田市出身のデザイナーと夢麦酒の醸造家が手を組み呑龍
夢麦酒から新ブランド『クロア』をリリース。

飲み比べセット 3種…¥800　4種…¥1,200　5種…¥1,500

群馬

◆ブラックパレード
［alc. 7.5%］

◆クロアIPA
［alc. 8.0%］

◆ギルティ
ホワイト

［alc. 5.0%］

◆タブー レッド
［alc. 5.0%］

◆ダウト
グリーン

［alc. 5.0%］

…各 425cc:¥500
275cc:¥500
425cc:¥700

275cc:¥500
425cc:¥700

■  カジュッタ ¥600
■  高原レタスのパルミジャーノサラダ ¥600
■  ムール貝の地ビール蒸し ¥1,000

■  苺のタルト ¥500
■  プロシュート 【Sサイズ】 ¥500
■  プロシュート 【Lサイズ】 ¥800
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志賀高原ビール

志賀高原の麓で、「この地ならではの、自分たちが飲みたい
ビール」を目指し、なによりこだわるホップをはじめ、酒米、大
麦、ブルーベリー、ラズベリーを栽培。楽しみながらも真剣に
「農」に直接関わってつくっています。

4種飲み比べセット…¥1,000

長野

…各 400ml:¥500

…各 400ml:¥600

◆Indian Summer 
Saison

［alc. 7.0%］

◆志賀高原IPA
［alc. 6.0%］

◆志賀高原ポーター
［alc. 5.5%］

◆Miyama Blonde
［alc. 6.5%］

■  造り酒屋の塩麹唐揚げ ¥500～
■  信州野沢菜漬け ¥300
■  自家栽培鞍掛豆 ¥300
■  ブルーベリースムージー ¥500

◆House IPA
［alc. 8.0%］

◆其の十
［alc. 7.5%］

MAP No.
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F.B.JAPON

世界第3位の醸造所を有するビール大国「フランス」。美食の
国のビールは4種のフランスビールを楽しめる「飲み比べセッ
ト」が大好評！「削りたてチーズ」は毎回行列が途切れない
大人気メニューです。新メニューでフードもさらに充実しまし
た。

フランスビール飲み比べセット…¥1,000

OVERSEAS

◆アルドウェン・
チェリー

［alc. 4.5%］

◆アノステーケ・
ブロンド

［alc. 7.5%］

◆ランジェルス
［alc. 7.0%］

◆アノステーケ・
セゾン

［alc. 5.5%］

◆アノステーケ・
インペリアルスタウト

［alc. 8.5%］

◆ジャンラン・
アンバー

［alc. 7.5%］

◆アノステーケ・
IPA

［alc. 5.5%］

…各 小:¥300　大:¥500
■  削りたてゴーダチーズ
 ¥700

■  ハーフ＆ハーフ ¥700
■  生ハム＆ゴーダ ¥700

■  ミックスプレート ¥2,000
■  バリャント
（フランス風ピクルス） ¥500
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独歩ビール×Bar軍艦島

全国酒類コンクール地ビール部門7年連続第1位受賞！岡山の
クラフトビール「独歩」。Bar軍艦島とのコラボ出店で、独歩
ビールに合うフードをご用意いたします！

4種飲み比べセット…¥1,000

岡山

■  牛スジのトマト煮込み ¥500
■  ゆでアスパラ
明太マヨネーズソース ¥500

◆ピルスナー
［alc. 5.0%］

◆ヴァイツェン
［alc. 5.0%］

◆デュンケル
［alc. 5.0%］

◆マスカット
［alc. 5.0%］

…各 300ml:¥500
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麻原酒造 越生ブリュワリー／松村牧場

埼玉県で唯一のSPFブランド豚の「香り豚」は、徹底管理され
た衛生環境で厳選した良質な丸粒トウモロコシを食べて育っ
ており、しっとりとジューシーで甘く豚本来の香りを楽しんでい
ただけるブランド豚です。埼玉・加須 松村牧場

◆Musashino Beer 
MANDARIN ALE
［alc. 5.0%］

◆サッポロ黒ラベル

◆桂木ゆずエール
［alc. 5.0%］

◆白穂乃香

…各 ¥600

¥500

埼玉

■  香り豚の
辛味噌モツ炒め ¥500

■  香り豚の角煮 ¥700
■  香り豚のソーセージ
 ¥500

■  香り豚の
肉巻きおにぎり ¥300

■  香り豚の焼売 ¥500
■  枝豆 ¥300
■  かき氷 ¥300
■  香り豚の焼きそば
 ¥500

MAP No.

72
田沢湖ビール

ワールド・ビア・アワード5年連続世界一獲得！ドイツスタイル
にこだわり、田沢湖ビールは2017年20周年を迎えました。ヨー
ロピアン・ビア・スターでも金賞を獲得し、世界が認めた味を
是非ご賞味ください。

田沢湖ビール4種飲み比べセット…¥1,000

秋田

…各 レギュラーカップ:¥500 特大カップ:¥800

◆田沢湖ビール アルト
［alc. 5.0%］

◆田沢湖ビール ケルシュ
［alc. 5.0%］

◆田沢湖ビール ピルスナー
［alc. 5.0%］

◆田沢湖ビール ブナの森
［alc. 5.0%］

◆田沢湖ビール ダークラガー
［alc. 5.0%］

◆田沢湖ビール 桜こまち
［alc. 5.0%］

◆田沢湖ビール ラオホ
［alc. 8.0%］

◆田沢湖ビール バイツェン
［alc. 5.0%］

■  きりたんぽ鍋 ¥600
■  いぶりがっこ ¥300

※  日時によって提供ビールの種類が変わります
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大山Gビール＆炉端かば

大山の麓で名水を生かした「大山Gビール」は、WBA2011で世
界一を受賞した“ヴァイツェン”をはじめとした人気の定番“ピ
ルスナー”・“ペールエール”・“スタウト”、更に地元産大麦を使用
した季節限定ビールの“大山ゴールド”や鳥取県の幻の酒米「強
力米」を使用し日本酒酵母だけで醸した限定ビール“強吟”を
用意。

「大山Gビール」定番4種飲み比べセット…¥1,000

鳥取

…各 400ml:¥500

◆大山Gビール
「ヴァイツェン」
［alc. 5.0%］

◆大山Gビール
「ピルスナー」
［alc. 5.0%］

◆大山Gビール
「大山ゴールド」
／限定ビール
［alc. 6.0%］

◆大山Gビール
「ペールエール」
［alc. 4.5%］

◆大山Gビール
「強吟（ごうぎん）」
／限定ビール
［alc. 7.0%］

◆大山Gビール
「スタウト」
［alc. 5.5%］

■  鳥取牛中落ちカルビ串 ¥500
■  奥出雲きのこの味噌バター焼き
 ¥500

■  カニ甲羅味噌焼き ¥500

■  かきの八郷（やごう）蒸し
 【3個】 ¥600

■  大山噴火どり
（ファイヤ～～～） ¥500

■  特別純米酒
「八郷（やごう）」 ¥500
■  特別純米酒
「強力（ごうりき）」 ¥500
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AQ BEVOLUTION

AQベボリューションの目的はとってもシンプル！
日本のビール市場に革命を起こすこと！！
日本の皆さんが手に持つビア・グラスに、美味しいクラフト
ビール（すなわち世界最高峰のビール）を波々と注ぐことで
す。

Tasting Set…¥1,000

OVERSEAS

【日々ランダムに繋がります】

◆Revolution Brewing
（レボリューション
ブルーイング）

USA／Chicago, Illinois
（アメリカ／イリノイ州 シカゴ）

◆Knee Deep Brewing
（ニーディープ
ブルーイング）

USA／Auburn, California
（アメリカ／カリフォルニア州 オウバーン）

◆Avery Brewing
（エイヴリー
ブルーイング）

USA／Boulder, Colorado
（アメリカ／コロラド州 ボルダー）

◆To Øl
（トゥ・オール）

Denmark／København
（デンマーク／コペンハーゲン）

…各 レギュラーサイズ:¥500 ラージサイズ:¥700

■  宇都宮餃子 ¥600
■  えび韮まんじゅう
 ¥600
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【毎日午後15時から日替わり1日1樽限定でゲンスタラー醸造所の激レアビール提供】

プランク・クルーリパブリック／BAKU-YA
今年400周年！WBCチャンピオン「プランク」の伝統的ジャー
マン、若き革命的醸造所「クルーリパブリック」のジャーマン
クラフト、伝統とクラフトの融合「ゲンスタラー」のビールでプ
ロースト！（乾杯！）

ドイツ・バイエルンビール飲み比べセット…¥1,000

OVERSEAS

■  カリーヴルスト ¥800
■  ミュンヘナーヴァイスヴルスト ¥600
■  ケーゼウィンナー ¥700
■  チューリンガーブラートヴルスト ¥600

■  ニュルンベルガーヴルスト ¥500
■  シンケンクラカワ ¥600
■  ドイツ産ソーセージ 選べる3種盛り ¥1,500
■  ドイツパン！プレッツェル ¥400
■  選べる!!プレッツェルサンド3種! ¥500～

…各 S:¥300 M:¥600 L:¥1,000 320ml:¥600
600ml:¥1,000

◆PLANK 
HEFEWEIZEN
（プランク

ヘフェヴァイツェン）
［alc. 5.2%］

◆シークレットビール

◆CREW Republic 
DRUNKEN SAILOR
（クルーリパブリック
ドランクンセイラー）
［alc. 6.4%］

◆CREW Republic 
7:45 ESCALATION
（クルーリパブリック
セブンフォーティファイブ 
エスカレーション）
［alc. 8.3%］

◆CREW Republic 
HOP JUNKIE

（ホップジャンキー）
［alc. 3.4%］

◆PLANK PILSERL
（プランク・ピルザール）

［alc. 4.9%］

本場ドイツ産!輸入ソーセージ!!今回はプレッツェルも登場だップレ!!!!
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青蓮 さいたま新都心店 けやきひろば

化学調味料を出来るだけ使わず、昔から中国にあった香辛料
で素材の味を引き出す調理法で調味しております。しつこくな
く、最後まであっさりと美味しくお召し上がりいただけます。

◆ヱビス プレミアム 
ブラック

［alc. 5.0%］

◆サッポロビール
［alc. 5.0%］

◆ヱビスビール
［alc. 5.0%］

◆サワー各種
 ¥400
◆ハイボール
 ¥400
◆モヒート
 ¥500
◆ストロベリー
 ¥500¥600 ¥500 ¥600

■  特大エビ唐揚げ
 【2匹】 ¥500

■  ジャージャー麺
 ¥500

■  焼きそば ¥400
■  炒飯 ¥400
■  唐揚げ ¥300
■  イカゲソの
唐揚げ ¥300

■  ポテト ¥200
■  油淋鶏 ¥500
■  炙り叉焼 ¥500
■  枝豆 ¥300
■  アメリカンドック
 ¥200

■  フランクフルト
 ¥200
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那須高原ビール 栃木

「おいしさに愛と幸せを込めて」を合言葉に那須深山の清ら
かな雪解け水と厳選された原材料をもとに心を込めて醸造し
ています。様々なコンペティションで最高賞に輝いた、世界的
にも珍しい長期熟成ビール「ナインテイルドフォックス」を週
末限定でご提供します。

◆那須高原ビール
愛

［alc. 5.0%］

◆スコティッシュ
エール

［alc. 5.0%］

◆ヴァイツェン

［alc. 5.0%］

◆みつばち
エール

［alc. 5.0%］

◆イングリッシュ
エール

［alc. 5.0%］

◆ナインテイルドフォックス
　（長期熟成ビール）
　［alc. 11.0%］
　【週末2日（土）、3日（日）13時～ 限定販売】

…各 12オンス:¥500 12オンス:¥600

7オンス:¥1,000

4種飲み比べ…¥1,000

■  自家製
ピクルス
 ¥500

■  厚切り
ベーコン
 ¥500
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盛田金しゃちビール 愛知

盛田金しゃちビールは、尾張名古屋のシンボル「金しゃち」をト
レードマークにした、1996年に発足した名古屋生まれのクラフ
トビールです。「継続と革新」を理念に品質にこだわったビー
ルを醸造しています。

おつまみセット…¥1,000

◆プラチナエール
［alc. 5.0%］

◆金しゃちセッションIPA
［alc. 5.0%］

◆名古屋赤味噌ラガー
［alc. 6.0%］

…各 7oz:¥300 14oz:¥500

■  若鶏の炙り焼き ¥600

MAP No.

63
富士桜高原麦酒

富士山の天然水とドイツ仕込みの本格醸造技術が生み出すク
ラフトビールの最高峰！ワールドビアカップやワールドビアア
ワードなどの受賞で誇る世界が認めたビールです。特別な限定
ビールも日替わりで登場！

◆ラオホ
［alc. 5.5%］

◆ヴァイツェン
［alc. 5.5%］

◆ピルス
［alc. 5.0%］

◆ミュンヘンラガー
（限定ビール）
［alc. 5.0%］

◆マンダリナバーバリア
（限定ビール）
［alc. 5.5%］

◆サマーヴァイツェン
（限定ビール）
［alc. 5.0%］

◆シュヴァルツ
ヴァイツェン
［alc. 5.2%］

…各7オンス:¥300 14オンス:¥500 18オンス:¥700

お得な飲み比べセット…¥1,000

山梨

【1日2樽限定】

■  ワカサギのビールフリッター＆グリルチキン ¥900
■  ワカサギのヴァイツェンビールフリッター ¥500
■  グリルチキンカレー風味 【1枚】 ¥500
■  グリルチキンカレー風味 【2枚】 ¥900
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秋田あくらビール 秋田

■  麦酒で煮込んだ
キーマカレー ¥700

■  牛肩ロース肉のやわらか
鉄板焼き 【200g】 ¥1,000

■  骨付きポークバックリブ
 【1p】 ¥400

◆秋田美人の
ビール

［alc. 5.0%］

◆あきた吟醸
ビール

［alc. 5.0%］

◆古代米
アンバー

［alc. 4.5%］

◆キィウィIPA
スタイル 
なまはげIPA
［alc. 6.0%］

◆シークレット
ビール

…各 L:¥500 特大:¥800

？

ドイツスタイルを中心に製造していましたが、近年方向性を
転換、アメリカンホップをふんだんに使いスタイルにこだわら
ない様々なビールを造っています。2010年神奈川県知事賞、
2012年東京都知事賞受賞、2015年ワールドビアアワード世界
一受賞。

4種テイスティングセット…¥1,000
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現存する世界最古の歴史あるドイツビールをはじめ、ヨーロッ
パ、アメリカ、そしてアジアまで！けやきひろば限定の特別価
格は絶対に得！世界を飲み干そう！

世界各国味比べセット…¥1,000

■  メガ盛りムール貝 ¥800
■  ラクレット風ソーセージ
 ¥800

■  ミュンヘン風パンケーキ
 ¥800

日本ビール OVERSEAS

…各 M:¥600 L:¥1,000M:¥500 L:¥800 M:¥500 L:¥800

◆ヴァイエンステファン
ヴィタス

［alc. 7.7%］

◆ピルスナー
ウルケル

［alc. 4.4%］

◆クローネン
ブルグ
ブラン

［alc. 5.0%］

◆アインガー各種
（ブロイヴァイス、ヤーフン
デルト、セレブレーター等）
［alc. 5.1%］



p.8 飲酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。お酒は楽しく、ほどほどに。のんだあとはリサイクル。掲載内容は予告なく変更することがあります。
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杵屋、そじ坊

定番のおつまみから、お子様の大好きな料理まで取り揃えて
おります。

けやきひろば

■  フランクフルト
 【1本】¥200

■  鶏唐揚げ ¥400
■  スパイシーポテト ¥300
■  川海老の唐揚げ ¥400

■  鶏軟骨の唐揚げ ¥400
■  アメリカンドッグ ¥200
■  枝豆 ¥300
■  焼きそば ¥400

◆サッポロ生ビール
［alc. 5.0%］

545cc:¥500
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NISEKO BREWING

ニセコ山系の湧水と職人のこだわりからできた「ニセコビー
ル」。北海道ニセコに2014年夏開業。一仕込300ℓのスモール
バッチを活かし、北海道ならでは原料などを使い様々なビール
を提案しています。

3種飲み比べセット…¥1,500

北海道

◆北海道
オーガニック葡萄と
生ハスカップ果実
「ロゼ 撫子」
［alc. 4.0%］

◆北海道
山海の旨みフレーバー
「ポーター 蝦夷」
［alc. 6.0%］

◆北海道 夏牡蠣の黒ビール 
オイスタースタウト 潮風

［alc. 5.0%］

…各 350ml:¥600

◆ニセコ山系湧水仕込み 
IPA 深雪

［alc. 5.0%］

◆ニセコ山系湧水仕込み
柑橘香る小麦

ベルジャンエール向日葵
［alc. 5.0%］

◆北海道
ニセコ山系湧水仕込み
ピルスナー「山吹」
［alc. 5.0%］
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松江ビアへるん＆日本海アワビ

イチオシ！濃厚バナナフルーティ小麦ビール【ヴァイツェン】＆
うまみがギュッ！あごだし旨い【島根天然★サザエ】や大人気
あごだしオニギリも！お口いっぱい！島根のうまいもん！限定
ビールも！★松江ビアへるん

松江ビアへるん 受賞ビール 飲みくらべ４杯セット（190ml×４）…¥1,000

島根

◆ヴァイツェン
（松江ビアへるん）
［alc. 5.5%］

◆【1日30杯限定】
せるぽわTaro'sH.IPL

［alc. 7.0%］

◆【1日60杯限定】
トロピカルウィート
［alc. 5.5%］

◆【1日60杯限定】
イングリッシュサマーエール

［alc. 5.0%］

◆縁結麦酒スタウト
（えんむすび～る）（松江ビアへるん）

［alc. 5.5%］

◆ペールエール
（松江ビアへるん）
［alc. 5.5%］

◆ピルスナー
（松江ビアへるん）
［alc. 5.5%］

…各 ハーフ（190ml）:¥300 レギュラー（380ml）:¥500 ラージ（1パイント・540ml）:¥700
■  サザエ壺焼き ¥300～
■  サバ串焼き ¥300
■  あご出汁おにぎり ¥200
■  スモークナッツ
 【小】¥200 【大】¥500

■  赤天 ¥500
■  しじみの蒸し焼き ¥500

■  のどぐろ丸焼き ¥500
■  いかのエンペラー焼き
 ¥400

■  本まぐろ鉄板焼き
 ¥1,000～

■  白バイ貝壺焼き
 ¥300～
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【限定醸造のため、なくなり次第終了】【限定醸造のため、なくなり次第終了】

氷川ブリュワリー
さいたまに名産品をという思いから、武蔵一宮氷川神社の参
道側に工房を構えています。彩の国優良ブランド品に認定さ
れた4種の他、多数の限定クラフトビールをご用意しています。
この機会に是非お楽しみください。

埼玉

■  玉コン柚胡椒付
 ¥350

■  味噌田楽 ¥350

…各 9oz:¥500

杜（もり）比べ…¥1,000

◆氷川の杜
～Hana～
［alc. 5.5%］

◆スタウト
［alc. 5.5%］

◆氷川の杜
～Ren～

［alc. 5.5%］

◆クラフトビーツ
［alc. 5.5%］

◆氷川の杜
～Sui～

［alc. 5.5%］

◆ケヤキSpecial 2
［alc. 5.5%］

◆氷川の杜
～Shuu～
［alc. 5.5%］

◆漢万エール
［alc. 5.5%］

◆ケヤキSpecial 1
［alc. 5.5%］

？？
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【ビール祭り限定販売】

【ビール祭り限定販売】

【ビール祭り限定販売】

南信州ビール
中央アルプスの良質な伏流水と、スタイルにとらわれないオリ
ジナリティーの高いビールを醸造しています。

4種類飲み比べset…¥1,000

長野

◆日替わりビール

…各 400ml:¥500

■  信州そば ¥500
■  おたぐり（馬もつの
煮込み） ¥500

■  野沢菜 ¥300
■  スペシャルアップル
ジュース ¥500

◆オクトーバーフェスト
（秋季限定）
［alc. 6.0%］

◆アルプス
ヴァイツェン
［alc. 5.0%］

◆アップルホップ
［alc. 6.5%］

？
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■  鉄板牛焼きしゃぶ
 ¥700

■  ソーセージグリル
 【3本】 ¥500

■  水ナスの冷製
麻婆ナス ¥500

■  ガーリック枝豆
 ¥300

■  ももふる ¥500

福島路ビール
ヨーロッパの厳選した原料を使用したジャーマンスタイルの
ビール、福島県産のフルーツや米を使ったビールの他、今回は
白桃を新鮮なまま瞬間冷凍した果実をトッピングしたビアカ
クテルを毎日、数量限定で提供。

◆ももふるヴァイツェン ◆桃のラガー
［alc. 6.0%］

◆米麦酒
［alc. 5.5%］

… M:¥800 …各 M:¥500

飲み比べ4杯セット…¥1,000

福島

【数量限定】
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Beer & Wine Bar だん家さいたま新都心店

本場ドイツ産ソーセージを焼きたてで御提供致します！単品
も、盛り合わせも多数あり！埼玉県生まれの「だん家」のソー
セージを是非、ビールとともにお召し上がりくださいませ！

けやきひろば

■  ソーセージ盛り合わせ
 ¥1,500

◆エーデルピルス
［alc. 5.0%］

425CC:¥500
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【数量限定】

【数量限定】 【数量限定】

OH!LA!HO BEER
周辺が一望出来る高台の醸造所で仕込まれるビールは、香り
と味わいを追い求める姿が感じられる物でなければなりませ
ん…そんな志を持ったスタッフが集う醸造チームがオラホビー
ルです。

…各 スモール:¥300 ラージ:¥500 ¥500

4種飲み比べセット…¥1,000

長野

■  シェフ特製 
自家製とれたて野菜のピクルス ¥300

■  峯村牧舎のビーフジャーキー ¥500

■  シャカシャカポップコーン ¥300
■  菅谷農園のベリートマト ¥300
■  曽我くん家の二十日大根 ¥300

◆オラホ
ゴールデンエール
［alc. 4.5%］

◆キャプテンクロウ
エクストラペールエール
［alc. 5.0%］

◆キュベ
デューク

［alc. 13.5%］

◆シークレット
ビール

◆オラホ
ケルシュ

［alc. 4.5%］

◆ビエール・ド・雷電
番外仕込み 春雷
［alc. 4.5%］

◆オラホ
アンバーエール
［alc. 4.5%］

◆ビエール・ド・雷電 季節仕込み
ビール 夏仕込みヴァイツェン

［alc. 5.0%］

？ ？
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エバーグリーン

アメリカのワシントン州より高品質で世界トップレベルのIPA、
ペールエール、スタウトなど日替わりも含めて皆様を飽きさせ
ないラインナップで毎日お待ちしています。

◆Georgetown Brewing
Lucille IPA
［alc. 7.0%］

◆Georgetown Brewing
ボーディザファIPA
［alc. 6.9%］

◆Sound Brewery
フムロニンバス DIPA

［alc. 8.5%］

…各 R:¥500 L:¥800

飲み比べセット…¥1,000

OVERSEAS
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Kizakura LUCKY BREW

1995年に誕生した京都初の地ビール。日本酒の仕込水でもあ
る名水「伏水」を使用したオリジナルビール。2016年に伏水蔵
を稼動。生産量を大幅にアップし、2017年にLUCKY BREWを
新発売。

◆新商品
LUCKY CAT
［alc. 5.0%］

◆パンプキン
［alc. 5.0%］

◆新商品
LUCKY DOG
［alc. 5.0%］

◆京都麦酒 山田錦
［alc. 5.0%］

…各 340ml:¥500

京都

■  京野菜の塩麹漬け ¥500
■  鶏の塩麹焼き ¥500
■  燻製3種盛り ¥500

…¥1,000

…¥500

黄桜4種のみくらべセット（LUCKY CAT、
LUCKY DOG、パンプキン、京都麦酒 山田錦）

LUCKY BREWセット
（LUCKY CAT、LUCKY DOG）
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ヘリオスブルワリー

今年も「青い空と海」が目の前に広がる沖縄のブルワリーから
美味しいビールを沢山ご用意しました！

◆マンゴーエール
2017

［alc. 5.0%］
◆ゴーヤードライ
［alc. 5.0%］

◆青い空と海のビール
（バイツェン）
［alc. 5.0%］

◆星空のポーター
［alc. 5.0%］

◆肉専用
ペールエール
［alc. 5.0%］

◆シークヮーサー
ホワイトエール
［alc. 5.0%］

自由に選べる4種お試しセット…¥1,000

沖縄

■  本場ドイツで認められた職人が造る
ソーセージ3種盛り合わせ ¥900

■  くらハイボール ¥500
■  肉職人が作る燻製おつまみ
・牛タンチップスパイシー
・合鴨の燻製・砂肝スモーク 各 ¥300

…各 360ml:¥500 480ml:¥700
メガビール1,200ml:¥1,500

ビール祭り最大1,200ml
メガビール全種販売

MAP No.
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やくらいビール

奥羽山脈・船形山系に位置する宮城県加美町薬莱地区に湧き
出た天然水を使用し、原料もビールの本場ドイツ産にこだわっ
て造られたビールで熟成に時間をかけてその味と香りを充分
に引き出しました。

4種飲み比べセット…¥1,000

宮城

◆復興エール
［alc. 5.6%］

◆ピルスナー
［alc. 5.0%］

◆デュンケル
［alc. 5.0%］

◆ヴァイツェン
［alc. 5.0%］

◆シークレット
ビール

…各 12オンス:¥500 20オンス:¥800

■  こだわりハーブソーセージ
 ¥500

■  伊達桜ポークスペアリブ
 ¥900

■  やわらかグリルチキン
 ¥600

■  ローストポテト ¥400

？



p.9飲酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。お酒は楽しく、ほどほどに。のんだあとはリサイクル。掲載内容は予告なく変更することがあります。

MAP No.
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hokkaido brewing

北海道小樽市の石狩湾に面した漁港の片隅に、hokkaido 
brewing小樽高島醸造所があります。こだわり原料の定番ビー
ルやフルーツビールなど様々なスタイルの“クラフトビール”が
ここから生まれています。

…各 200ml:¥300 400ml:¥500 600ml:¥700

選べる4種飲み比べセット…¥1,000

北海道

◆オーガニックピルスナー
［alc. 5.0%］

◆小樽スタウト
［alc. 7.0%］

◆ナイアガラエール
［alc. 5.0%］

◆ペア（洋なし）ラガー
［alc. 5.0%］

◆ゆうばりメロンエール
［alc. 5.0%］

◆秋のビールまつり限定☆
フルーツビール！
［alc. 5.0%］

MAP No.
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J-CRAFT

初出店！「J-CRAFT」は三菱食品のソムリエ資格を持つ担当者
たちがベアードブルーイングや銀河高原ビールなど、国内6ブ
ルワリーの達人と共同で開発した、個性豊かな味わいのオリ
ジナルクラフトビールです。

◆芳醇のペールエール
IZU SHUZENJI

（ベアードブルーイング）
［alc. 5.0%］

◆豊香のルビーエール
KYOTO FUSHIMI

（黄桜）
［alc. 7.0%］

◆爽快のヴァイツェン
IWATE SAWAUCHI
（銀河高原ビール）
［alc. 5.0%］

◆香爽のフルーティーホワイト
GOTEMBA
（DHCビール）
［alc. 5.5%］

◆日向夏の風
HYUGA NOBEOKA
（宮崎ひでじビール）

［alc. 5.0%］

◆優爽のヴァイツェン
KIBI OKAYAMA
（宮下酒造）
［alc. 5.0%］

…各 190ml:¥300 380ml:¥500

東京

■  合鴨パストラミ ¥300
■  紅茶鴨もも炭火焼 ¥300
■  こぼれミックスナッツ ¥300
■  ジャンボ肉団子 【4個】 ¥300

■  トルティーヤチップス・サルサ添え ¥300
■  シューアイス・バニラ 【1個】 ¥50
■  ジャックリンクス・ビーフジャーキー
オリジナル ¥500

選べる2種飲み比べセット…¥500選べる4種飲み比べセット…¥1,000

MAP No.
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常陸野ネストビール

世界50ヵ国以上で親しまれている常陸野ネストビール。
木内酒造でしか造れない日本のビールを醸造士たちは日々追
求しています。

◆常陸野ネスト
ホワイトエール
［alc. 5.5%］

◆常陸野ネスト
ヴァイツェン
［alc. 5.5%］

◆常陸野ネスト
だいだいエール
［alc. 6.0%］

◆常陸野ネスト
ニッポニア
［alc. 8.0%］

◆常陸野ネスト
シークレットビール
［alc. ？？%］

…各 S:¥300 M:¥500

4種呑み比べセット…¥1,000

茨城

【ビール祭り限定販売】

？

MAP No.
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KONA BREWING

Aloha♪ハワイアンクラフトビールKONA BEERです♪珍しい樽
生を是非一度試してみて下さい♪

◆コナ ビッグウェーブゴールデンエール
（樽生）

［alc. 4.5%］

◆コナ ハナレイアイランドスタイルIPA
（樽生）

［alc. 4.5%］

◆コナ ロングボード アイランドラガー
（樽生）

［alc. 4.5%］
…各 12オンス:¥600

KONA BEER 飲みくらべセット…¥1,000

OVERSEAS
MAP No.
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Far Yeast Brewing

「東京 Tokyo」をテーマに華やかで上質な香りにこだわった
「Far Yeast」、ニューヨークなど14カ国で販売、海外でも人気
の「馨和 KAGUA」、2ブランドのビールを提供。

◆東京ホワイト
［alc. 6.0%］

◆東京IPA
［alc. 6.0%］

◆東京ブロンド
［alc. 6.0%］

◆FINAL CUT 
Session Ale
［alc. 5.0%］

◆KAGUA Blanc
［alc. 8.0%］

◆KAGUA Rouge
［alc. 9.0%］

◆KAGUA Japanese 
Citrus Saison
［alc. 6.0%］

…各 330ml:¥500

…各 330ml:¥700

4種飲み比べ…¥1,200

東京
MAP No.
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【限定時間販売】

鳴子温泉ブルワリー
ビール好きが納得する味を追求しつつ、麦芽の吟味に加えて
副原料の味が一口ではっきりわかる香りと甘み、色合いを活
かす仕上がりに製造。ビールが苦手な人にも好まれるフルーツ
ビールタイプが定評！

4種飲み比べセット…¥1,2002種飲み比べセット…¥800

宮城

■  焼きさんま ¥700
■  味付玉こんにゃく
 ¥500

■  醤油漬枝豆 ¥500

◆パイナップル
エール

［alc. 5.0%］

◆ゆきむすび
エール

［alc. 5.0%］

◆山ぶどう
エール

［alc. 5.0%］

◆高原ラガー
［alc. 5.0%］

◆シークレット
ビール

…各 350ml:¥600

？

MAP No.
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いわて蔵ビール 岩手

南部杜氏の里、岩手県で生まれた酒蔵のビールです。ワールド
ビアカップ銀賞のオイスタースタウトをはじめ岩手らしいおい
しいビール作りをしております。けやきひろばでは、毎日さま
ざまな種類のビールをお持ちします。ぜひお楽しみください。

5種飲み比べセット…¥1,200

◆ゴールデン
エール

［alc. 5.0%］

◆レッドエール
［alc. 5.0%］

◆オイスター
スタウト

［alc. 7.0%］

◆山椒エール
［alc. 5.0%］

…各 中サイズ:¥500 大サイズ:¥800

MAP No.
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イクスピアリ「ハーヴェスト・ムーン」

「きれいな味のビールを造りたい。」私たちのビール造りはこ
こから始まりました。ビール本来の「素」の味わいにこだわっ
た、千葉県舞浜育ちのビールです。

ビール4種飲み比べセット…¥1,000

千葉

◆ピルスナー
［alc. 5.5%］

◆シュバルツ
［alc. 4.5%］

◆ベルジャン
スタイルウィート
［alc. 4.5%］

…各 7oz:¥300 12oz:¥500

◆ブルワーズチョイス
（ブルワーのおすすめ

ビール）

？

■  ワイルド厚切りベーコン
 ¥500

■  チーズ入り肉巻き
おにぎり串 ¥400

■  自家製ピクルス ¥300

MAP No.
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4種飲み比べ…¥1,000

九十九里オーシャンビール
千葉県九十九里で日本酒を製造する寒菊銘醸が素材と味にこ
だわり醸造するクラフトビール。千葉県産のこしひかりを副原
料に使用したライスエール、ホップにこだわったIPAなど個性あ
ふれるビールを楽しめます。

千葉

■  地ビール煮 ¥800
■  手羽元焼
 【3本】 ¥500

■  肉セット ¥1,000

■  地野菜のピクルス
 ¥300

■  清酒スパークリング
（アルコール度13％） 【Sサイズ】 ¥500

◆IPA
［alc. 5.0%］

◆ピルスナー
［alc. 5.0%］

◆ライスエール
［alc. 4.5%］

◆バイツェン
［alc. 5.0%］

◆スタウト
［alc. 7.0%］ …各 S:¥300 M:¥500

『肉セット』は、『地ビール煮』と
『手羽元焼』のセットとなります。

MAP No.
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ウェラワン株式会社

ウェラワン製品は全て、日本の大手ビール・ウィスキー会社OB
達が日本人の口に合うように東南アジアの醸造所で開発製造
を行っています。他では味わえないバーレーワインをぜひお試
しください。2016神奈川県知事賞受賞

◆クラフトエール
スターAlc.12％
2年熟成

［alc. 12.0%］

◆クラフトエール
スターAlc.12％
ヌーボー【空輸】
［alc. 12.0%］

◆クラフトエール
スターAlc.12％
1年熟成

［alc. 12.0%］

◆ホップスター
糖質50％オフ
［alc. 4.0%］

300ml:¥700 300ml:¥500300ml:¥600
300ml:¥200

醸造年別飲み比べセット（3種）…¥1,000

OVERSEAS

【各日数量限定】

■  ウェールズ産 チーズ（カット） 各 ¥500

MAP No.
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■  自家製スモーク
プルドポーク スライダー

■  チリ
■  自家製スモークナッツ

DevilCraft Tokyo Brewery
アメリカで自家醸造を楽しんでいたクラフトビール好きのアメ
リカ人3人組「ジョン、マイク、ジェイソン」。2015年念願の醸造
所を品川区にオープン！そして2016年ワールドビアカップで金
賞受賞！

◆IPA ◆ペールエール ◆ブラウンエール ◆限定エール

…各 12ozサイズ:¥600

悪魔的4種テイスティングセット…¥1,000

東京
MAP No.
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城山ブルワリー

鹿児島のめぐみを活かし、桜島こみかん・黒糖・長命草などを
副原料にした鹿児島ならではの贅沢なビール！そして鹿児島
のクラフトビール＆ハンバーガー専門店「ドルフィンインダスト
リー」の黒毛和牛バーガーが登場！

鹿児島

お試しセット…4種 ¥1,000

◆ベルギー
ホワイト

【桜島小みかん】
［alc. 5.0%］

◆万咲IPA
【徳之島長命草】
［alc. 6.0%］

◆スタウト
【奄美黒糖】
［alc. 5.0%］

◆けやき限定
セゾン

◆ハーブエール
【鹿児島産
レモングラス】
［alc. 5.0%］

…各 12oz:¥500

■  鹿児島県産
黒毛和牛バーガー
 【1個】 ¥1,000

■  城山観光ホテル
謹製さつま揚げ
 【5点セット】 ¥500

※写真はイメージです

？



in 展示ホール／ピクニックエリア

予約席 好評発売中！

販売期間 予約席料金

ビール祭りで使えるパスポートチケット
1,000円分（500円×2枚）付！

1席 1,400円前売
料金

販売対象期間

2017年8月30日水～9日1日金　 18：30～21：30（3h）

2017年9月2日土   
11：30～14：30（3h）／15：00～18：00（3h）／

　　　　　　　         18：30～21：30（3h）

2017年9月3日日  11：30～14：30（3h）／15：00～18：00（3h）

販売方法

Yahoo！JAPANのデジタルチケット
PassMarketにて販売します。

各回とも席数に限りがございます。
お早めにお買い求めください。

▼ PassMarketはこちらから

https://yahoo.jp/QKK_MLURL

PassMarketの指示に従ってご購入ください。

席は購入単位ごとにシステム
側で割り振らせていただく指
定席です。グループで席を確
保したい場合は、代表者の方
が一括してご購入ください。

2017年

8月11日金■・祝 10:00～8月23日水23:59

（当日料金　1席 1,500円）

※予約席設置の時間帯は着席してお
楽しみいただける席はすべて予約
席（有料）となります。

※次の時間帯はどなたでも無料でご
利用いただけます。 8月30日（水）
16:00～18:00／31日（木）11:00
～18:00／9月1日（金）11:00～
18:00

※スタンディングエリアはいずれの時
間帯も無料でご利用いただけます。

※ 残 席 が あ る 場 合 の み 当 日 券 を
1,500円で販売いたします。前売で
完売した場合には当日券の販売は
ありません。

パルシステムの協賛ブース
や縁日などお子様が楽しめ
るイベントも盛りだくさん!!
ピクニックエリアには、お
子様はもちろん、大人も楽
しめるアトラクションをご
用意しております！

家でも美味しいクラフトビールが
飲みたい!!という声にお応えし
て、お土産ビールの販売コーナー
を設置いたします。
限定の商品や珍しい商品も1本単
位で販売致しますので、同じブル
ワリーのビールで揃えるもよし、
IPAやヴァイツェンといったスタ
イルで揃えるも良し、お好きな
ビールをお好きなだけお買い求め
ください。
宅配も可能ですので、お気に入り
のクラフトビールをご自宅でもお
楽しみください!

家でも美味しいクラフトビールが
飲みたい!!という声にお応えし
て、お土産ビールの販売コーナー
を設置いたします。
限定の商品や珍しい商品も1本単
位で販売致しますので、同じブル
ワリーのビールで揃えるもよし、
IPAやヴァイツェンといったスタ
イルで揃えるも良し、お好きな
ビールをお好きなだけお買い求め
ください。
宅配も可能ですので、お気に入り
のクラフトビールをご自宅でもお
楽しみください!

200種類以上のビールを取り揃えて
ご来店お待ちしております。

＃794698_2017けやきひろば秋のビール祭り_タブロイド判チラシ_P10

p.10 飲酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。お酒は楽しく、ほどほどに。のんだあとはリサイクル。掲載内容は予告なく変更することがあります。

MAP No.
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HYAPPA BREWS 愛知

一滴一滴愛百％のHYAPPABREWSのクラフトビア！HYAPPAな
らではのユーモアある一杯をお楽しみに！健康オタク家康が飲
んだ漢方、霊芝入りの「家康B」を始め、おもしろいビアと出会
える事間違いなし！

◆家康B
IEYASU-B
［alc. 5.0%］

◆肝さび
KIMOSABI
［alc. 6.5%］

◆岡崎嬢
OKAZAKI-JO
［alc. 4.5%］

◆secret beer

…各¥500

HYAPPA飲み比べセット…¥1,200

■  韓国風ホルモン炒め
 ¥600

■  ごぼうの八丁味噌漬
 ¥300

？

MAP No.
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富良野地麦酒

北海道富良野市でクラフトビールの醸造を行っております。マ
イクロブリュワリーワリーならではの丁寧な工程でおいしい
ビール造りを目指しております。

◆ピルスナー
［alc. 5.0%］

◆ヴァイツェン
［alc. 5.0%］

◆ペールエール
［alc. 5.0%］

◆ダーク
［alc. 5.0%］

…各 400ml:¥500

4種飲み比べセット…¥1,000

北海道

■  北海道産 きたあかりの
じゃがバター ¥350

■  北海道産 ホタテ焼き
 【2枚】 ¥500

■  北海道産 カキ焼き
 【2枚】 ¥500

■  北海道産
えぞばふんうに盛り ¥1,000

■  白雪いちご ¥500
■  白雪いちご＆ソフト ¥500
■  白雪メロン ¥500
■  白雪メロンソフト ¥500

MAP No.
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OVERSEASBelgian Beer Bar BARBEE'S

◆ヒューガルデン
ホワイト

［alc. 4.9%］

◆ドゥシャス・デ・
ブルゴーニュ
［alc. 6.2%］

◆ベル・ビュー
クリーク

［alc. 5.1%］

◆Mikkeller 
IPA

◆パウエル
クワック

［alc. 8.0%］

550ml:¥1,300350ml:¥900 400ml:¥1,300420ml:¥1,000 400ml:¥1,500

■  イタリア産生ハム
プロシュット ¥900

■  テット・ド・モアンヌ
 ¥900

■  ソーセージ
盛り合わせ ¥700

至極のベルギービールを専用グラスで愉しむ。

飲み比べセット…¥1,800

？

MAP No.
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遠野麦酒ZUMONA

麦芽をしっかりと麦汁にして、酵母できちんと発酵させて、と
いった製造過程のひとつひとつを、丹念に手を抜かずに取り組
んでいきたい。そして、皆様に「コレ旨いね」と飲んでいただけ
るようなあたりまえのおいしいビールを、まじめに造っていき
たいのです。

5種飲み比べセット…¥1,200

6種飲み比べセット（STRONG IPAを含めた全6種セット）…¥1,600

岩手

■  ヤマメの一夜干し炙り ¥600
■  きゅうり ¥300
■  光泉サイダー ¥300
■  国華の薫り「純」 ¥500
■  山ごぼうのもろみ漬 ¥300

◆ゴールデン
ピルスナー
［alc. 5.0%］

◆ヴァイツェン
［alc. 5.0%］

◆アルト
［alc. 5.0%］

◆IBUKIペール
エール（IPA）
［alc. 6.0%］

◆ペールエール
［alc. 5.0%］

…各 小:¥500 中:¥700 大:¥900

◆STRONG IPA ［alc. 9.0%］… 小:¥700

MAP No.
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大沼ビール

創業20年、国内のビアコンテストで数々の賞を受賞。レギュ
ラービールは4種類。季節のシーズナブルビールも徐々に増や
していければいいなと考えています。「けやきひろばビール祭
り」ならではの限定ビールも...

◆大沼ビール
インディアペールエール

［alc. 8.0%］

◆大沼ビール
スタウト

［alc. 6.5%］

◆大沼ビール
ケルシュ

［alc. 5.0%］

◆シークレットビール

◆大沼ビール
アルト

［alc. 5.0%］

…各 12オンス:¥500 18オンス:¥700

大沼ビール飲み比べ…¥1,000

北海道

【ビール祭り限定販売】

？

MAP No.

97
宇佐美麦酒製造株式会社

宇佐美麦酒製造はいつものビールと違った、香りと麦芽の甘さ
を感じ、複雑に織りなすエールビール特有の風味があいまって
苦味は控えめに感じられ、幅広くお食事との相性が良いのが
特徴で、優しい味わいのビールです。

◆USAMI
Golden Ale
［alc. 4.5%］

◆伊豆の地ビール 
ゴールド

［alc. 4.5%］

◆USAMI
Saison

［alc. 4.5%］

◆伊豆の地ビール 
ブラック

［alc. 5.0%］

…各 14オンス:¥500

4種類飲み比べセット…¥1,000

静岡



※商品の数には限りがございます。万が一売切れの場合はご容赦ください。
※上記はイメージです。実際の商品と仕様が異なる場合がありますので予めご了承ください。

オフィシャルグッズ （本部にて販売いたします） ビール祭りオフィシャルＴシャツ、今回も登場！
カラバリ豊富に展開中♪

¥2,000

¥600
¥2,000

¥2,500

¥500
ラバーコースター 5種類グラス

？

背面デザイン

ビール祭り公式ガイドブック

※冊子の数には限りがございます。
　万が一売切れの場合はご容赦ください。 
※上記はイメージです。実際の商品と仕様が異
　なる場合がありますので予めご了承ください。¥300

けやきひろばビール祭りファン必携の
「公式ガイドブック」、今秋も発売します！

ビールについてのベーシックな情報
から、注目のビアスタイル、飲みた
いビールが決められるビアチャート
まで、ビール好きをうならせる充実
のコンテンツが盛りだくさん！各出
店店舗の詳細情報はもちろん、ビー
ル祭り会場や各タップルームで使え
るお得なクーポンも満載です！！

販売時期、購入方法等は
ＨＰをご確認ください。
http://beerkeyaki.jp/

「ビアスタイル」と呼ばれるビールの種類は、世界中に100種類以上あると言われています。
「けやきひろば秋のビール祭り」の会場を見渡しただけでも、

何を飲めばいいのか悩んでしまいますね。
そこで今回、秋の訪れとともに飲みたい注目のビアスタイルをご紹介します。 

ビールは単体で飲んでも美味しい
けれど、フードと組み合わせれば
さらに豊かな味わいに。
香ばしい香りのアンバービールは、
しっかりした味のお料理と一緒に
じっくり楽しみたいですね。

大手のビールとどうして色
が違うの？

ビアスタイル 1
アンバーエール／
ブラウンエール

■ 焙煎した麦芽とホップの香りが楽しめる
アメリカで生まれた琥珀色のビール 

　アンバーエールよりも液体の色や味わいが濃厚なのが「ブラウン
エール」です（英国産の原料を使ったイングリッシュスタイルと米国
産原料を使ったアメリカンスタイルがあるが、「けやきひろば秋の
ビール祭り」ではアメリカンスタイルの出品多数）。深く焙煎した麦芽
に由来する、カラメルやナッツ、チョコレートのような香りや柑橘系
のホップの香りがあります。口に含むと、麦芽の甘味やロースト感に
加え、ホップの心地よい苦みと味わいのふくらみが余韻として残る、
味わい深いビールです。 

　「アンバーエール」は、この会場でも出品されている、柑橘系のアメリカ産ホップの香りを持つ「（アメリ
カン）ペールエール」をより濃厚にしたビアスタイル。今でこそ全世界で飲まれていますが、もともとは北
カリフォルニア、および太平洋岸北西地域で人気を博したビールでした。 
　琥珀色の液体に鼻を近づけると、カラメルのような香ばしく甘い香りとシトラスのようなホップの香
りを感じます。ビールの色とカラメルの香りは原材料である麦芽を焙煎することで生まれ、柑橘系の香
りはアメリカ産のホップを使うことで醸し出されています。口に含むとまず麦芽の甘味が広がり、続い
てカラメルやホップの香りがじんわり利いてきます。甘味と苦み、焙煎した麦芽とホップの香りのバラン
スが均等にとれている、飲み飽きないビールです。 

■ 秋の深まりとともにじっくり飲みたい
深みと苦みを兼ね備えたビール 

焙煎した麦芽を使ってい
るためです

ビールの色は、原材料として使っ
ている麦芽の種類や焙煎の深さ

で決まります。大手ビールがメインで造っ
ている黄金色の「ピルスナー」は、主に色
の淡い「ピルスナーモルト（麦芽）」を使っ
ていますが、アンバー／ブラウンエールは
ベースとなる淡い色のモルトの他に、甘い
風味を持つ「カラメルモルト」などを使用
します（銘柄により異なります）。

大手メーカーが売り出す秋限定ビールも
アンバーエールなの？

キリン「秋味」シリーズはラガー酵母を
使ったビールです

秋になると毎年大手メーカー各社が秋限定ビールを発表します。ここでは酒税法上
「ビール」として発売しているキリン「秋味」「秋味堪能」を例に挙げましょう。どちら

も液体が琥珀色ですが、「ラガー酵母」を使っており、分類上は秋味が「ピルスナー」、秋味堪
能はドイツ生まれの「ボック」です。ともに同社の主力商品よりも麦芽を豊富に使うことで

（秋味は1.3倍、秋味堪能は1.5倍）、アルコール度数は高め。秋味には米、コーン、スターチな
どの副原料が入っているのに対して、秋味堪能は麦芽とホップのみで造っているため、より
どっしり感じるでしょう。
　どちらも麦芽の甘さが秋の訪れを感じさせるビールですが、ラガー酵母を使っている分、
アンバーエールよりも少々すっきりした仕上がりです。会場ではお土産ビールも販売してい
ますので、小規模醸造所が造るアンバーエールと秋味シリーズの飲み比べをお楽しみくだ
さい。

　甘味のあるブラウンエールには、シ
ンプルに塩気の利いた枝豆を合わせて
みましょう。塩味と甘味のバランスがと
れ、青臭さのある枝豆が持つ甘味の存
在感が増してきます。

アンバーエール×
トマトソース
　トマトを煮込むことで酸味が緩和さ
れまろやかになった煮込みと、アンバー
エールの深みのある味わいがマッチ。ほ
のかに残る酸味とのバランスも○。

VIRGO BEER × New School
■牛すじのトマト煮込み下町風／500円

　焙煎した麦芽の風味と薫製の風味
がマッチする一品。ベーコンの塩気と
旨味にビールの甘味が加わり、香りと
味わいがバランスよく渾然一体となる
組み合わせです。
Belgian Beer Bar BARBEE'S
■自家製ベーコンのグリル／800円

　醤油が持つ焦げ成分「メラノイジン」
が、焙煎した麦芽の風味と引き合いま
す。ベーコンの塩気、コーンや枝豆の甘
味、バターの香りがアンバーエールによ
く合うのです。
秋田あくらビール
■TBEソテー ～バター醤油味～／400円

杵屋
■枝豆／300円

注目のビアスタイル注目のビアスタイル
アンバーエール／ブラウンエール Q&A

アンバーエール／ブラウンエールとの
おすすめペアリング

Q2

A2

Point

Q1

A1

Point

スワンレイクビール
アンバースワンエール
■アルコール度数／ 5%
■M（14oz）／ 500 円・L（24oz）／ 800 円

もっと
知りたい

おすすめ

注目

ブラウンエール×枝豆アンバーエール×薫製肉 アンバーエール×醤油味

2017年
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「けやきひろば秋のビール祭り」の会場を見渡しただけでも、

何を飲めばいいのか悩んでしまいますね。
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けれど、フードと組み合わせれば
さらに豊かな味わいに。
香ばしい香りのアンバービールは、
しっかりした味のお料理と一緒に
じっくり楽しみたいですね。

大手のビールとどうして色
が違うの？

ビアスタイル 1
アンバーエール／
ブラウンエール

■ 焙煎した麦芽とホップの香りが楽しめる
アメリカで生まれた琥珀色のビール 

　アンバーエールよりも液体の色や味わいが濃厚なのが「ブラウン
エール」です（英国産の原料を使ったイングリッシュスタイルと米国
産原料を使ったアメリカンスタイルがあるが、「けやきひろば秋の
ビール祭り」ではアメリカンスタイルの出品多数）。深く焙煎した麦芽
に由来する、カラメルやナッツ、チョコレートのような香りや柑橘系
のホップの香りがあります。口に含むと、麦芽の甘味やロースト感に
加え、ホップの心地よい苦みと味わいのふくらみが余韻として残る、
味わい深いビールです。 

　「アンバーエール」は、この会場でも出品されている、柑橘系のアメリカ産ホップの香りを持つ「（アメリ
カン）ペールエール」をより濃厚にしたビアスタイル。今でこそ全世界で飲まれていますが、もともとは北
カリフォルニア、および太平洋岸北西地域で人気を博したビールでした。 
　琥珀色の液体に鼻を近づけると、カラメルのような香ばしく甘い香りとシトラスのようなホップの香
りを感じます。ビールの色とカラメルの香りは原材料である麦芽を焙煎することで生まれ、柑橘系の香
りはアメリカ産のホップを使うことで醸し出されています。口に含むとまず麦芽の甘味が広がり、続い
てカラメルやホップの香りがじんわり利いてきます。甘味と苦み、焙煎した麦芽とホップの香りのバラン
スが均等にとれている、飲み飽きないビールです。 

■ 秋の深まりとともにじっくり飲みたい
深みと苦みを兼ね備えたビール 

焙煎した麦芽を使ってい
るためです

ビールの色は、原材料として使っ
ている麦芽の種類や焙煎の深さ

で決まります。大手ビールがメインで造っ
ている黄金色の「ピルスナー」は、主に色
の淡い「ピルスナーモルト（麦芽）」を使っ
ていますが、アンバー／ブラウンエールは
ベースとなる淡い色のモルトの他に、甘い
風味を持つ「カラメルモルト」などを使用
します（銘柄により異なります）。

大手メーカーが売り出す秋限定ビールも
アンバーエールなの？

キリン「秋味」シリーズはラガー酵母を
使ったビールです

秋になると毎年大手メーカー各社が秋限定ビールを発表します。ここでは酒税法上
「ビール」として発売しているキリン「秋味」「秋味堪能」を例に挙げましょう。どちら

も液体が琥珀色ですが、「ラガー酵母」を使っており、分類上は秋味が「ピルスナー」、秋味堪
能はドイツ生まれの「ボック」です。ともに同社の主力商品よりも麦芽を豊富に使うことで

（秋味は1.3倍、秋味堪能は1.5倍）、アルコール度数は高め。秋味には米、コーン、スターチな
どの副原料が入っているのに対して、秋味堪能は麦芽とホップのみで造っているため、より
どっしり感じるでしょう。
　どちらも麦芽の甘さが秋の訪れを感じさせるビールですが、ラガー酵母を使っている分、
アンバーエールよりも少々すっきりした仕上がりです。会場ではお土産ビールも販売してい
ますので、小規模醸造所が造るアンバーエールと秋味シリーズの飲み比べをお楽しみくだ
さい。

　甘味のあるブラウンエールには、シ
ンプルに塩気の利いた枝豆を合わせて
みましょう。塩味と甘味のバランスがと
れ、青臭さのある枝豆が持つ甘味の存
在感が増してきます。

アンバーエール×
トマトソース
　トマトを煮込むことで酸味が緩和さ
れまろやかになった煮込みと、アンバー
エールの深みのある味わいがマッチ。ほ
のかに残る酸味とのバランスも○。

VIRGO BEER × New School
■牛すじのトマト煮込み下町風／500円

　焙煎した麦芽の風味と薫製の風味
がマッチする一品。ベーコンの塩気と
旨味にビールの甘味が加わり、香りと
味わいがバランスよく渾然一体となる
組み合わせです。
Belgian Beer Bar BARBEE'S
■自家製ベーコンのグリル／800円

　醤油が持つ焦げ成分「メラノイジン」
が、焙煎した麦芽の風味と引き合いま
す。ベーコンの塩気、コーンや枝豆の甘
味、バターの香りがアンバーエールによ
く合うのです。
秋田あくらビール
■TBEソテー ～バター醤油味～／400円

杵屋
■枝豆／300円
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●コミュニティアリーナ内はレジャーシートのご利用、床面に座り込んでのご利用を禁止とさせていただきます。展示ホール（ピクニックエリア）のみ
レジャーシートのご利用が可能です。

●喫煙はW4ゲート外の喫煙所でお願いします。
●会場内は混雑が予想されます。小さなお子様をお連れの方は目を離さないようにしてください。
●混雑状況によっては入場を制限させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
●席には限りがあります。荷物を長時間置いての場所取りや、座席を荷物置きにしたりする行為は他のお客様のご迷惑となりますのでおやめください。

ビール祭りをお楽しみになる皆様で譲り合ってご利用ください。
●アルコール類の持ち込みは禁止です。フード類に関しても小さなお子様や、食品アレルギー等をお持ちの方を除き、持ち込みはお控えください。
　クラフトビールや、全国各地・世界各国の料理を楽しんでいただくイベントです。ぜひ、お買い求めいただきお楽しみください。

株式会社さいたまアリーナ
［お問い合せ］

048-601-1122TEL
飲酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。
妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。
お酒は楽しく、ほどほどに。のんだあとはリサイクル。

2018年5月、
あの国内最大級のビールの祭典が
けやきひろばに再び! !

2018年5月、
あの国内最大級のビールの祭典が
けやきひろばに再び! !

第19回
2018けやきひろば
春のビール祭り

第19回
2018けやきひろば
春のビール祭り

開催
決定

緑風が運ぶホップの香り―緑風が運ぶホップの香り―

背面デザイン

背面デザイン

＃794698_2017けやきひろば秋のビール祭り_タブロイド判チラシ_P11

p.11飲酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。お酒は楽しく、ほどほどに。のんだあとはリサイクル。掲載内容は予告なく変更することがあります。
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出店一覧

山口地ビール
川口ブルワリー
キヤッセ羽生 こぶし花ビール
國乃長ビール
六甲ビール醸造所
横浜ベイブルーイング
ビア・キャッツ
10ants Brewing
麦雑穀工房マイクロブルワリー／タヰヨウ酒場
仙南クラフトビール
TinyRebel／ALESMITH／WILDBEER
猪苗代地ビール
ヴィルゴビール
南横浜ビール研究所
とんかつ新宿さぼてん
ウォーリアケルト
ロコビアオクロック
ツークシュピッツェ
海軍さんの麦酒（呉ビール）
ベルギービール直輸入・販売 大月酒店
OKINAWASANGOBEER
DHCビール
ひびき庵別館 さいたまスーパーアリーナ店
BIERES DE CHIMAY／ANCHOR BREWING
BALLAST POINT×ROSE HOGS

ハンバーグ＆ステーキ 听
プレストンエールブルワリー
ブリマーブルーイング／フジマルクラフト
えぞ麦酒／5坪
サンクトガーレン
うしとらブルワリー
スワンレイクビール／SWAN LAKE Pub Edo
木曽路ビール
COEDO BREWERY／BEER SAURUS
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●コミュニティアリーナ内はレジャーシートのご
利用、床面に座り込んでのご利用を禁止とさ
せていただきます。
　展示ホール（ピクニックエリア）のみレジャー
シートのご利用が可能です。

●喫煙はW4ゲート外の喫煙所でお願いします。
●会場内は混雑が予想されます。　　　　　　
小さなお子様をお連れの方は目を離さないよ
うにしてください。

●混雑状況によっては入場を制限させていただく
場合がございます。あらかじめご了承ください。
●席には限りがございますので、ビール祭りをお
楽しみになる皆様でお互い譲りあってご利用
ください。

Aブロック

Bブロック

Cブロック

無料スタンディングエリア予約席エリア

ゲート
W4

展示ホール

ゲート
S1ピクニックエリア

（レジャーシート持ち込みOK!）
※お子様連れ優先

2F Cゲート前
（2F) （1F)

※入口は1Fのみです

本 部

場内は禁煙です。
喫煙はW4ゲート
喫煙所でお願い
します。

お土産ビール
販売コーナー

※予約席を設置しない時間帯は、どなたでも無料でお座りいただけます。

予約席
受付

予約席
エリア※

予約席
エリア※

予約席
エリア※

予約席
エリア※
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80 89
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78 87
79 88

76 85
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62 70
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60 68
61 69

41 52
42 53

43 54
44 55

64 72
65 73

66 74
67 7548 58

47 57
46
45 56

49 59

38 50
39
40 51

82 91
83 92
84 93

27
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30
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35 36 37

※予約席を設置しない時間帯は、どなたでも無料でお座りいただけます。 8月30日（水）16:00～18:00／31日（木）11:00～18:00／9月1日（金）11:00～18:00
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