
【全国地ビール品質審査会２０１８　入賞ビール・発泡酒】
２０１８年５月１４日

（順不同）

ＮＯ 会社名 ブランド名 醸造責任者 ビール名 タイプ

1 (株)協同商事　　ＣＯＥＤＯクラフトビール醸造所 COEDO 小谷野宏 白 へーフェヴァイツェン

2 (株)協同商事　　ＣＯＥＤＯクラフトビール醸造所 COEDO 小谷野宏 漆黒 ブラックラガー

3 霧島酒造(株)　　霧の蔵ブルワリー ＫＩＲＩＳＨＩＭＡ　ＢＥＥＲ 牧一博 KIRISHIMA BEER PILSNER ジャーマンピルスナー

4 霧島酒造(株)　　霧の蔵ブルワリー ＫＩＲＩＳＨＩＭＡ　ＢＥＥＲ 牧一博 KIRISHIMA BEER AMBER アンバーラガー

5 宮多麦酒 Ｍｉｙａｔａ　Ｂｅｅｒ 宮田昭彦 ゆずＧＡ エール

6 網走ビール(株) 網走ビール 條将之 ABASHIRI　Golden Ale GOLDEN ALE

7 合同酒精(株)　　牛久ブルワリー 牛久シャトービール 角井智行 牛久ホワイト 上面

8 合同酒精(株)　　牛久ブルワリー 牛久シャトービール 角井智行 桜酵母ビール 上面

9 宇奈月ビール株式会社 宇奈月ビール 森下雅仁 カモシカ ボック

10 梅錦山川(株) 梅錦ビール 佐伯政博 ブロンシュ ベルジャン・ホワイト

11 梅錦山川(株) 梅錦ビール 佐伯政博 ボック ボック

12 （一財）十和田湖ふるさと活性化公社　OIRASE Brewery 奥入瀬ビール 鈴木洋 アンバーラガー アンバーラガー

13 オホーツクビール(株) オホーツクビール 阪内順逸 ヴァイツェン ヴァイツェン

14 オホーツクビール(株) オホーツクビール 阪内順逸 マイルドスタウト ドライスタウト

15 (株)信州東御市振興公社 オラホビール（OH! LA! HO BEER） 山越卓 オラホ　ケルシュ ケルシュタイプ

16 (株)信州東御市振興公社 オラホビール（OH! LA! HO BEER） 山越卓 オラホ　ペールエール アメリカンペールエール

17 呉ビール(株) 海軍さんの麦酒 増田裕幸 しまのわビール ライトラガー

18 呉ビール(株) 海軍さんの麦酒 増田裕幸 ピルスナー ピルスナー

19 鎌倉ビール醸造(株) 鎌倉ビール 丸塚良磨 鎌倉ビール星 ペールエール

20 鎌倉ビール醸造(株) 鎌倉ビール 丸塚良磨 鎌倉ビール花 ブラウンエール

21 (株)ゼンワークス　　吉備土手下麦酒醸造所 吉備土手下麦酒 永原敬 もち麦の麦酒 ペールエール

22 壽酒造(株) 國乃長ビール 富田祐介 蔵ケルシュ 上面タイプ

23 株式会社羽生の里　　羽生ブルワリー こぶし花ビール 市岡慎司 ベルギーホワイト ベルジャン・ウィツト

24 黄金井酒造(株) さがみビール 飯塚栄治 さがみビール・ヴァイツェン ヴァイツェン

25 黄金井酒造(株) さがみビール 飯塚栄治 さがみビール・ペールエール ペールエール

26 （資）多胡本家酒造場 作州津山ビール 赤田繁之 ＷＥＩＺＥＮ　ＡＬＴ アルト

27 （資）多胡本家酒造場 作州津山ビール 赤田繁之 ＳＴＯＵＴ スタウト

28 西川町総合開発株式会社 地ビール月山 設楽靖 地ビール月山 ピルスナー

29 西川町総合開発株式会社 地ビール月山 設楽靖 地ビール月山 ミュンヒナーデュンケル

30 熊澤酒造株式会社 湘南ビール 筒井貴史 IPA　アメリカンスタイル アメリカンスタイルＩＰＡ

31 熊澤酒造株式会社 湘南ビール 筒井貴史 シュバルツ シュバルツ

32 (株)天朝閣瓢湖屋敷の杜ブルワリー スワンレイクビール 本田龍二 アンバースワンエール アメリカン・アンバー

33 (株)天朝閣瓢湖屋敷の杜ブルワリー スワンレイクビール 本田龍二 ポーター ロブストポーター

34 大雪地ビール株式会社 空知ビール（滝川） 山崎俊至 空知ヴァイツェン へーフェヴァイツェン

35 久米桜麦酒(株) 大山Gビール 岩田秀樹 ピルスナー ピルスナー

36 新潟ビール醸造(株)　　胎内高原ビール園 胎内高原ビール 住山祐次郞 ヴァイツェン へーフェヴァイツェン

37 新潟ビール醸造(株)　　胎内高原ビール園 胎内高原ビール 住山祐次郞 アルト ジャーマンスタイルアルト

38 石川酒造(株) 多摩の恵 清水秀晃 多摩の恵　ペールエール ペールエール

39 石川酒造(株) 多摩の恵 清水秀晃 多摩の恵　ピルスナー ピルスナー

40 水口酒造(株) 道後ビール 安井亮二 道後ビール　スタウト スタウト

41 水口酒造(株) 道後ビール 安井亮二 道後ビール　ヴァイツェン ヴァイツェン

42 宮下酒造(株) 独歩ビール 伊藤泰信 インペリアルエール ストロングエール

43 ナギサビール(株) ナギサビール 眞鍋和矢 ペールエール ペールエール

44 浜地酒造株式会社 博多地ビール杉能舎 白瀬正人 ペールエール ペールエール

45 (株)マルカツ興産 はこだてビール 髙橋尚弘 社長のよく飲むビール12ヶ月熟成 バーレイワイン

46 富士観光開発(株)　　富士桜高原麦酒 富士桜高原麦酒 宮下天通 ヴァイツェン 南ドイツスタイル・へーフェヴァイツェン

47 富士観光開発(株)　　富士桜高原麦酒 富士桜高原麦酒 宮下天通 ラオホ バンベルグスタイル・ラオホビア

48 ヘリオス酒造株式会社 ヘリオスビール 照喜名重智 ゴーヤードライ オリジナル

49 島根ビール(株) 松江ビアへるん 谷勲・友田太郎 ヴァイツェン 上面

50 島根ビール(株) 松江ビアへるん 谷勲・友田太郎 ピルスナー 下面

51 エイ・ジェイ・アイ・ビア(株) 箕面ビール 勝見健二 ペールエール アメリカンスタイルペールエール

52 エイ・ジェイ・アイ・ビア(株) 箕面ビール 勝見健二 ピルスナー ボヘミアンピルスナー

53 宮崎ひでじビール(株) 宮崎ひでじビール 片伯部智之 スタウト スタウト

54 宮崎ひでじビール(株) 宮崎ひでじビール 片伯部智之 バーレイワイン バーレイワイン

55 門司港レトロビール(株) 門司港地ビール工房 峯松幸之助 ヴァイツェン 南ドイツスタイル・へーフェヴァイツェン

56 門司港レトロビール(株) 門司港地ビール工房 峯松幸之助 ペールエール イングリッシュスタイル・ペールエール

57 盛田金しゃちビール(株) 盛田金しゃち 山口司・杉山元志 金しゃちビール赤ラベル（アルトタイプ） アルト

58 盛田金しゃちビール(株) 盛田金しゃち 山口司・杉山元志 ミツボシビール ピルスナー ピルスナー（ボヘミアン）

59 山口地ビール株式会社 やまぐち鳴滝高原ブルワリー 山本雅彦 ヴァイツェン 南ドイツスタイル・へーフェヴァイツェン

60 山口地ビール株式会社 やまぐち鳴滝高原ブルワリー 山本雅彦 スタウト クラッシック・アイリッシュスタイル・ドライスタウト

61 横浜ベイブルーイング(株)　　戸塚工場 横浜ベイブルーイング 鈴木真也 ベイヴァイス へーフェヴァイツェン

62 横浜ベイブルーイング(株)　　戸塚工場 横浜ベイブルーイング 鈴木真也 ベイピルスナー ボヘミアンピルスナー

63 有限会社アイエヌインターナショナル　六甲ビール醸造所 六甲ビール 井上修一 熟（じゅく） ボトルコンディションビール

※出品数：４６社　８３点（前年４３社８３点）　　　　入賞数６３点（前年５０点）　　　　　★最優秀賞：盛田金しゃちビール株式会社　　「ミツボシビール　ピルスナー」


