
【全国地ビール品質審査会２０１９　入賞ビール・発泡酒リスト】
２０１９年６月１３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 オホーツクビール株式会社 オホーツクビール 阪内　順逸 ヴァイツェン ヴァイツェン

2 オホーツクビール株式会社 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

3 株式会社マルカツ興産 はこだてビール 髙橋　尚弘 セッションIPA セッションIPA

4
大雪地ビール株式会社
滝川クラフトビール工房 滝川クラフトビール 山崎　俊至 空知エール アメリカンペールエール

5
大雪地ビール株式会社
滝川クラフトビール工房 滝川クラフトビール 山崎　俊至 カムイゴールドラガー IPL

6 網走ビール株式会社 網走ビール 條　将之 ABASHIRIプレミアムビール ペールエール

7 網走ビール株式会社 網走ビール 條　将之 監極の黒 スタウト

8 網走ビール株式会社 網走ビール 條　将之 ABASHIRI Golden Ale ゴールデンエール

9 有限会社 福島路ビール みちのく福島路ビール 吉田　真二 ピルスナー ピルスナー

10 有限会社 福島路ビール みちのく福島路ビール 吉田　真二 桃のラガー フルーツビール

11 有限会社 福島路ビール みちのく福島路ビール 吉田　真二 レッドエール レッドエール

12 OIRASE Brewery 奥入瀬ビール 鈴木　洋 ピルスナー ピルスナー

13 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

14 エチゴビール株式会社 エチゴビール 高橋　健也 ビアブロンド 上面発酵

15
(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 アンバーエール

16
(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

17
八海醸造(株)
猿倉山ビール醸造所 ライディーンビール

ビール醸造所係長
星　裕也 ライディーンビール ヴァイツェン

18
八海醸造(株)
猿倉山ビール醸造所 ライディーンビール

ビール醸造所係長
星　裕也 ライディーンビール アルト

19 新潟ビール醸造株式会社 胎内高原ビール 住山　祐次郞 ピルスナー ジャーマンスタイルピルスナー

20 株式会社 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　ゴールデンエール ゴールデン・ブロンドエール

21 株式会社 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　アンバーエール アメリカン・アンバーエール

22 株式会社 信州東御市振興公社
オラホビール
（OH! LA! HO BEER） 山越　卓 ピエール・ド・雷電 極め仕込み 2019（仮） フリースタイル・ライトエール

23 石川酒造株式会社 多摩の恵 清水　秀晃 TOYODA BEER アンバーラガー

24 石川酒造株式会社 多摩の恵 清水　秀晃 ミュンヒナーダーク デュンケル

25 石川酒造株式会社 多摩の恵 清水　秀晃 TOKYO BLUES セッションエール セッションIPA

26 株式会社 麦酒企画 (麦酒企画) 藤川　貴之 サニーゴールドK ゴールデンエール

27 株式会社 麦酒企画 (麦酒企画) 藤川　貴之 サニーゴールドN ゴールデンエール

28 黄金井酒造株式会社 さがみビール 飯塚　栄治 さがみビール スタウト

29 黄金井酒造株式会社 さがみビール 飯塚　栄治 さがみビール ホワイト

30 黄金井酒造株式会社 さがみビール 飯塚　栄治 さがみビール フルーツ

31
鎌倉ビール醸造株式会社
名越坂ブルワリーハウス 鎌倉ビール

澤田　直人
後藤　那穂子 ピルスナー ジャーマンスタイルピルスナー

32 横浜ビール醸造所 横浜ビール 深田　優 ヴァイツェン へーフェヴァイツェン

33 横浜ビール醸造所 横浜ビール 深田　優 ペールエール アメリカンペールエール

34 横浜ビール醸造所 横浜ビール 深田　優 アルト デュッセルドルフアルト

35 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ＩＰＡ

36 熊澤酒造株式会社 湘南ビール 筒井　貴史 ピルスナー ピルスナー

37 熊澤酒造株式会社 湘南ビール 筒井　貴史 ゴールデンエール ゴールデンエール

38
横浜ベイブルーイング
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

39
横浜ベイブルーイング
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

40
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

41
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

42
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 シュヴァルツヴァイツェン 南ドイツスタイル デュンケルヴァイツェン

43
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 ベルジャンヴィットビール

44
株式会社 協同商事
ＣＯＥＤＯクラフトビール醸造所 COEDO 小谷野　宏 毬花 セッションIPA

45
株式会社 協同商事
ＣＯＥＤＯクラフトビール醸造所 COEDO 小谷野　宏 紅赤 ベジタブルエール（アンバーエール）

46 盛田金しゃちビール株式会社 盛田金しゃちビール 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）

47 盛田金しゃちビール株式会社 盛田金しゃちビール 杉山　元志 金しゃちビール靑ラベル（ピルスナータイプ） ピルスナー（ジャーマン）

48 盛田金しゃちビール株式会社 盛田金しゃちビール 杉山　元志 ミツボシビール ヴァイツェン 南ドイツスタイル・ヘーフェヴァイツェン

49
株式会社 蔵屋鳴沢
反射炉ビヤ 反射炉ビヤ 山田　隼平 太郎左衛門 イングリッシュペールエール

50 黄桜株式会社 黄桜 LUCKY BREW 宮部　芳男 LUCKY CAT ホワイトエール



51 黄桜株式会社 黄桜 LUCKY BREW 宮部　芳男 LUCKY DOG ブラウンエール

52 西陣麦酒 西陣麦酒 松尾　浩久 白夜にレモンエール ライトアメリカンウィート

53 ウッドミルブルワリー・京都 ウッドミルブルワリー・京都 辻本　大和 はっさくホワイト ベルジャンスタイルフルーツビール

54 ウッドミルブルワリー・京都 ウッドミルブルワリー・京都 辻本　大和 ペールエール イングリッシュスタイルペールエール

55 ウッドミルブルワリー・京都 ウッドミルブルワリー・京都 辻本　大和 ゴールデンエール ゴールデンエール

56 壽酒造株式会社 國乃長ビール 富田　祐介 蔵アンバー 上面タイプ

57 エイ・ジェイ・アイ・ビア 株式会社 箕面ビール 勝見　健二 W-IPA インペリアルIPA

58 エイ・ジェイ・アイ・ビア 株式会社 箕面ビール 勝見　健二 weizen へーフェヴァイツェン

59 エイ・ジェイ・アイ・ビア 株式会社 箕面ビール 勝見　健二 Pale Ale アメリカンペールエール

60 小西酒造株式会社 KONISHIビール 辻　厳 スノーブロンシュ ベルジャン・ウィート

61
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 大渕　拓也 BAY ALE ライスエール

62
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 大渕　拓也 いきがり フリースタイル ライトエール

63 ナギサビール株式会社 ナギサビール 眞鍋　和矢 ペールエール ペールエール

64 久米桜麦酒株式会社 大山Gビール 岩田　秀樹 ヴァイツェン ヴァイツェン

65 久米桜麦酒株式会社 大山Gビール 岩田　秀樹 ピルスナー ピルスナー

66 久米桜麦酒株式会社 大山Gビール 岩田　秀樹 八郷 酒米エール

67 宮下酒造株式会社 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

68 宮下酒造株式会社 独歩ビール 伊藤　泰信 デュンケル ミュンヒナーデュンケル

69 宮下酒造株式会社 独歩ビール 伊藤　泰信 雄町米ラガー ライトラガー

70 呉ビール株式会社 海軍さんの麦酒 増田　裕幸 ピルスナー ジャーマンピルスナー

71 呉ビール株式会社 海軍さんの麦酒 増田　裕幸 しまのわビール フリースタイルラガー

72 島根ビール株式会社 松江地ビール ビアへるん
谷　勲
友田　太郎 ヴァイツェン へーフェヴァイツェン

73 島根ビール株式会社 松江地ビール ビアへるん
谷　勲
友田　太郎 ピルスナー ピルスナー

74
合同会社ナカタ
まめまめびーる まめまめびーる 中田　雅也 くろまめまめ ドライスタウト

75 梅錦山川株式会社 梅錦ビール 佐伯　政博 ヴァイツェン へーフェヴァイツェン

76 梅錦山川株式会社 梅錦ビール 佐伯　政博 アロマティックエール ストロングエール

77 梅錦山川株式会社 梅錦ビール 佐伯　政博 ピルスナー ピルスナー

78 水口酒造株式会社 道後ビール 安井　亮二 道後ビール　アルト アルトタイプ

79 合同会社 高知カンパーニュブルワリー TOSACO 瀬戸口　信弥 こめホワイトエール ホワイトエール

80 合同会社 高知カンパーニュブルワリー TOSACO 瀬戸口　信弥 土佐IPA IPA

81 門司港レトロビール株式会社 門司港地ビール工房 峯松　幸之助 ヴァイツェン 南ドイツスタイルヴァイツェン

82 門司港レトロビール株式会社 門司港地ビール工房 峯松　幸之助 ピルスナー ジャーマンスタイルピルスナー

83 浜地酒造株式会社 博多地ビール杉能舎 白瀬　正人 スタウト スタウト

84 宮崎ひでじビール(株) 宮崎ひでじビール 片伯部　智之 九州CRAFT九州ラガー ジャーマンスタイル・ピルスナー

85 宮崎ひでじビール(株) 宮崎ひでじビール 片伯部　智之 YAHAZU ジャーマンスタイル・ピルスナー

86 宮崎ひでじビール(株) 宮崎ひでじビール 片伯部　智之 太陽のラガー ジャーマンスタイル・ピルスナー

87
霧島酒造株式会社
霧の蔵ブルワリー ＫＩＲＩＳＨＩＭＡ　ＢＥＥＲ 牧　一博 KIRISHIMA BEER PILSNER ジャーマンスタイルピルスナー

88
霧島酒造株式会社
霧の蔵ブルワリー ＫＩＲＩＳＨＩＭＡ　ＢＥＥＲ 牧　一博 KIRISHIMA BEER AMBER アメリカンスタイルアンバーラガー

89 ヘリオス酒造株式会社 （ヘリオス） 照喜名　重智 ゴーヤードライ オリジナル

90
有限会社 二軒茶屋餅角屋本店
伊勢角屋麦酒　下野工場 伊勢角屋麦酒 出口　善一 ペールエール 上面

91
有限会社 二軒茶屋餅角屋本店
伊勢角屋麦酒　下野工場 伊勢角屋麦酒 出口　善一 ヒメホワイト 上面

※　出品数：４７社　１１０点（前年４６社　８３点）　　　入賞数：４５社　９1点（前年３９社　６３点）

★  最優秀賞：門司港レトロビール株式会社　「門司港地ビール工房　ヴァイツェン」


